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What is the desirable salary system? :

An online survey study

focusing on working time and monetary incentive

ɹথ౻ޙ
Akira Goto

ཁ ࢫ

͔Βɼ࿑ಇؒ؍ͷվળͱ͍͏ڥมԽͭͭ͋͠Δɽಛʹ࿑ಇڥ͘רɼຊͷ࿑ಇऀΛऔΓࡏݱ

͓Αͼใुମܥେ͖ͳ՝Ͱ͋ΔɽຊڀݚͰ·͍͠ऩೖͱ࿑ಇؒɼ͓Αͼ·͍͠ऩೖͱใुମ

ɽͦͷ݁Ռɼऩͨ͠ࢪඪʹணͯ͠ΦϯϥΠϯΞϯέʔτΛ࣮ࢦత؍ɼओ͍ͯͭʹܥ 600ສԁͰि 50

ؒ࿑ಇɼऩ 400ສԁఔͰि 40ؒ࿑ಇɼऩ 200ສԁͰि 30ؒ࿑ಇΛಉఔʹ·͘͠͏ࢥʹ

͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɽͦͷ্ͰɼՌใु݅ʹൺͯҰఆڅ༩݅Λ·͍͘͠ࢥɼۀۀاཁҼʹΑ

Δڅ༩ͷมಈΑΓɼݸਓۀཁҼʹΑΔڅ༩ͷมಈΛΑΓ·͘͜͠͏ࢥͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ͞Βʹɼ

300ສԁͷڅ༩ͷ૿ՃͰɼݸߴਓऩೖ܈ͷΈͳΒͣɼݸਓऩೖ܈ʹ͓͍ͯ࿑ಇҙཉ͕վળ͠ͳ͍͜ͱ

͕ࣔ͞Εͨɽ͜ΕΒͷ݁Ռ a.͍࿑ಇؒͰ͋ͬͯɼదͳใुମ͕ܥ͑ΒΕΕڐ༰͞ΕಘΔ͜

ͱɼb.࣮֬ʹ҆ఆͨ͠څ༩ΛಘΒΕΔํ͕ਓʑ·͘͠ධՁ͢Δ͜ͱɼc.ՌใुͰ͋ͬͯɼࣗͷ࿑

ಇʹݟ߹ͬͨධՁΛΜͰ͍Δ͜ͱɼd.ݸਓऩೖऀʮ͍ߴऩೖΛಘΒΕͳ͍ʯͷͰͳ͘ɼ͋͑ͯʮߴ

͍ऩೖΛಘΒΕͳͯ͘ྑ͍ʯͱஅ͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔΊ͍ͯ͠Δɽ

1 

େ͖͘มԽͭͭ͋͠ΔɽҰͭʹɼؒ࿑ಇʹΑΓϝϯλϧϔϧڥ͘רͷ࿑ಇऀΛऔΓࠓࡢ

εͷѱԽΛૌ͑Δ࿑ಇऀ͕૿͍͑ͯΔ͜ͱɼͦͯ͠͏ҰͭʹใुମܥͷมԽ͕͋͛ΒΕΔɽຊઅ

ʹ͓͍ͯ͜ΕΒʹ͍ͭͯ֓͠؍ɼ͢ࡏΔʹ͍ͭͯཧ͢Δɽ
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1.1 ࿑ಇؒ

ؒ࿑ಇʹΑΔϝϯλϧϔϧεͷѱԽʹ͍ͭͯɼాࠇɾຊ (2014)Ͱ࿑ಇؒͷؒԽʹΑ

Γϝϯλϧϔϧεͷঢ়گͷѱԽΛૌ͑Δ࿑ಇऀ͕૿͍͑ͯΔͱࢦఠ͍ͯ͠Δɽ࿑ಇج४๏Ͱ࿑ಇ

ؒݪଇͱͯ͠ 1 8ؒɼ1िؒʹ 40ؒҎͱͯ͠نఆ͞Ε͍ͯΔҰํͰɼ͍ΘΏΔڠఆʢ࿑

ಇج४๏ୈ 36ʣʹΑͬͯؒ֎࿑ಇʹ͍ͭͯɼҰఆఔΊΒΕ͍ͯΔͷ͕ݱঢ়Ͱ͋Δɽ

͔͠͠ɼ࣮ࡍʹຊͷ࿑ಇऀͷ࿑ಇؒաڈʹൺͯݮগ͍ͯ͠Δɽ1970ʹൺͯɼ2000

ޙʹҰ͋ͨΓ 250ؒఔɼि͋ͨΓͷ࿑ಇؒʹͯ͠ 3ؒఔݮগ͍ͯ͠Δ͕ɼਖ਼ن

͍͓ͯʹऀ༺ޏ 2006Ͱि͋ͨΓ࿑ಇ͕ؒஉੑ 52.9ؒɼঁੑ 44.3ؒͱ๏ఆ࿑ಇ

͔ؒΒେ͖ͳဃ͕ଘ͢ࡏΔ͜ͱͳͲࢦఠ͞Ε͍ͯΔ (Kuroda, 2010)2ɽ͞Βʹɼۀɼ͋Δ͍

αʔϏεۀͱ͍ͬͨܗͰؒಇ͍͍ͯΔͷ͕ݱঢ়Ͱ͋Δɽ͜ͷΑ͏ͳݱঢ়ϝϯλϧϔϧεͷѱ

Խʹͭͳ͕ΔՄੑ͕͋ΔͨΊʹ (ྫ͑ాࠇɾຊ (2014)ɼౡ (2007)ͳͲ)ɼదʹ࿑ಇؒΛί

ϯτϩʔϧ͢Δඞཁ͕͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ

1.2 ใुମܥ

Ұํɼୈೋͷͱͯ͠ɼใुମܥͷ͕͋͛ΒΕΔɽใु੍େ͖͚ͯ͘ɼ2छྨ͋͛ΒΕ

Δɽ1ͭۀʹԠͯ͡ใु͕มԽͤͣɼৗʹҰఆͷใुΛಘΒΕΔҰఆใु੍Ͱ͋Γɼ͏ 1ͭۀ

ʹԠͯ͡ใु͕มԽ͢ΔՌใु੍Ͱ͋ΔɽՌใु੍Ұఆใु੍ʹൺͯɼ࿑ಇҙཉΛ

Լͤ͞ΔՄੑ͕͋Δɽ͜ΕܾࣗݾఆཧʢSelf Determination TheoryʣͷதͰࢦఠ͞ΕΔ 3ɼ֎ൃత

ಈ͚ͮػͷҰछͰ͋ΔۚમతใुʹΑΓ࿑ಇҙཉΛԼͤ͞ΔΞϯμʔϚΠχϯάޮՌʢUndermining

EffectʣΛҾ͖ͨ͜͠ىΓ (Deci, 1971)ɼࣾձతɾྙཧൣنΛॱक͠Α͏ͱ͢ΔҙཉΛԼͤ͞ΔϞν

ϕʔγϣϯͷΫϥσΟϯάΞτޮՌʢMotivation Crouding EffectʣΛҾ͖ͨ͜͠ىΓ͢ΔՄੑ͕

͋Δ (Frey Jegen; େಎ, 2006)ɽ

ͦͷՌใु੍ʹ͍ͭͯɼݸʑਓͷۀʹΑͬͯڅ༩͕૿͢ݮΔݸਓۀ࿈ಈ͕ܕ·͍͠ͷ

͔ɼͦΕͱۀاશମͷۀʹΑͬͯڅ༩͕૿͢ݮΔۀۀا࿈ಈ͕ܕ·͍͠ͷ͔Ұͭͷ՝Ͱ

͋Δɽۀۀا࿈ಈܕͰ࿑ಇऀݸਓ͕ेʹେ͖ͳۀΛ্͛ͨͱͯ͠ɼۀاશମͱͯ͠ͷۀ

͕Α͘ͳ͚Εڅ༩্͕ঢ͠ͳ͍͜ͱʹͳΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼ࿑ಇऀݸਓͷ࿑ಇҙཉΛԼͤ͞ΔՄ

ੑ͕͋Δɽ͔͠͠ͳ͕Βɼ࿑ಇऀ͕ेͳۀΛ͋͛ΒΕͳ͔ͬͨͱͯ͠ۀاશମͱͯ͠ۀ͕ྑ

͘ͳΕڅ༩্͕ঢ͢Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼۀاใु࿈ಈํࣜͷՌใुެࡒڞήʔϜͱಉ༷ͷߏΛ

༗͍ͯ͠Δ 4ɽ

Λ͋͛ͳ͚Εࣗͷใु͕૿͑Δ͜ͱۀਓݸͷՌใु੍Լʹ͓͍ͯɼܕ࿈ಈۀਓݸ

ͳ͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼݸਓ࿑ಇʹରͯ͠ՌใुʹΑͬͯ͘ڧಈ͚ͮػΒΕ͍ͯΔঢ়گʹͳΔɽ͔͠
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͠ͳ͕Βɼۀۀا࿈ಈܕͷՌใु݅ʹԠͯ͡ݸਓͱͯ͠ɼ࿑ಇʹै͢ࣄΔؒΛݮྗۃΒ͠

ͳ͕ΒɼใुΛେ͖͘͢Δ͜ͱɼඅ༻ରޮՌΛ࠷େԽ͢Δ͜ͱ͕·͍͠ɽ͕ͨͬͯ͠ɼ࿑ಇΛखൈ͖

͢ΔҰํͰɼଞͷਓʑ͕ՌΛ͋͛ͯɼۀاશମͷച্͕͕͋Δ͜ͱʹΑͬͯɼखൈ͖Λͨ͠ݸਓͷ

ใु্͕Δঢ়࠷͕گ·͍͜͠ͱʹͳΔɽ͢ͳΘͪɼެࡒڞήʔϜͱಉ༷ʹɼࣗͣͤྗڠʹɼ

ଞऀͷྗڠʹΑΔརӹΛڗडͯࣗ͠ݾརӹΛ࠷େԽ͢ΔͨͩͷΓʢFree Rideʣ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕

ଘ͍ͯ͠ࡏΔɽ

͞ΒʹɼՌใुʹ͓͚Δ͏ҰͭͷͲͷఔͷֹ͕ۚۀ࿈ಈ͢Δ͔ʹ͋ΔɽΞϦΤϦʔ

Β͕࣮ͨ͠ࢪϑΟʔϧυ࣮ݧͰ༷ʑͳήʔϜΛ༻͍ͯɼՌใुͷֹ͕ۚେ͖͚Εେ͖͍΄Ͳɼ

Ռ͕͕͋Βͳ͍͜ͱΛࢦఠ͓ͯ͠Γ (Ariely, 2009)ɼۀʹ࿈ಈͯ͠มಈ͢Δऩֹ͕ಇ͘ҙཉ࣮ࡍ

ͷੜੑʹରͯ͠༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɽ࣮ࡍʹࠃͷۀاͰಋೖ͞Ε͍ͯ

Δڅ༩ͷશֹ͕શʹۀ࿈ಈ͢ΔΘ͚Ͱͳ͘ɼڅ༩ͷҰ෦͕ۀ࿈ಈ͢ΔͷͰ͋Δɽ͜͜Ͱ

ɽ͏ߦΛ౼ݕ࿈ಈ͢Δͷͱͯ͠ۀ༩ͷͷҰఆֹ͕ۚڅ

1.3 ऩ݅ͱݸਓऩೖ

ɹҰൠతʹɼਓʑʹͱͬͯগ͠Ͱڅ͍ߴ༩ΛΉͷɼΑΓΑ͍ੜڥ׆ΛอͭͨΊʹવͷ

ཉ͔ٻ͠Εͳ͍ɽ͔͠͠ͳ͕Βɼऩ͕վળ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼͦͷ࿑ಇͷ·͠͞ͲͷΑ͏ʹ

มԽ͢ΔͷͰ͋Ζ͏͔ɽऩͷվળͷ·͠͞ɼվળ͞ΕͨऩͷҰͭͷরͱͳΔɼࡏݱͷݸ

ਓऩೖͱͷ͕ؔ͋Δ͜ͱ͕༧͞ΕΔɽɹɹͮ͘جʹֶࡁܦ߹ཧతͳ༧ଌ͔Βɼࡏݱͷऩೖ͕

͍΄Ͳɼڅ༩վળʹΑΔΠϯύΫτ͕େ͖͍ͷͱͳΔ͜ͱ͕ఆ͞ΕΔɽྫ͑ɼࡏݱͷऩ͕ 100

ສԁͷਓʹͱͬͯͷ 300ສԁͷڅ༩ͷ্ঢ 300%ͷΠϯύΫτΛͭҰํͰɼऩ 2000ສԁͷਓʹ

ͱͬͯͷ 300ສԁͷ্ঢ 15%ͷΠϯύΫτʹա͗ͳ͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼࡏݱͷݸਓऩೖ͕͍΄Ͳڅ༩

վળͷΠϯύΫτ͕େ͖͘ɼݸਓऩೖ͕͍ߴ΄Ͳڅ༩վળͷΠϯύΫτ͕খ͍͜͞ͱ͕༧ଌ͞ΕΔɽ

1.4 ຊڀݚͷత

ຊڀݚͰɼڅ༩ͱ࿑ಇ͓ؒΑͼใु੍ͱ͍͏̎ͭͷʹରͯ͠ɼ·͠͞ͱ͍͏ओ؍తࢦ

ඪʹணͯ͠ݕ౼Λ͏ߦɽ·͠͞ਓͷੜ׆ΛΑΓྑ͘͢Δج४ͷҰͭͰ͋Γɼओ؍తͳްੜΛ

ө͍ͯ͠Δ֓೦Ͱ͋Δɽ͜ΕʹΑͬͯɼ༷ʑͳใु੍͕ͲͷΑ͏ʹਓʑʹͱͬͯ·͍͠ใु੍Ͱ

͋Δ͔Λཧ͠ɼΑΓਓʑ͕ੜ͠׆͍͢ɼࣾձʹͱͬͯޮతͳ੍ʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔͨΊͷࡐྉ

ͱͳΔ͜ͱΛతͱ͢Δɽ

ҎԼʹɼվΊͯຊڀݚͰݕ౼͢Δʹ͍ͭͯཧ͢Δɽ

• ऩͱ࿑ಇؒʹ͍ͭͯ
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– ࿑ಇؒͱݸਓऩೖͷؔʹ͍ͭͯɼ·͠͞ͷ؍͔Βੳ͢Δɽ

• ͍ͯͭʹڹ༩มಈͷӨڅ

– Ұఆใु੍ͱՌใु੍ͷ͏ͪɼ͍ͣΕͷใु੍͕·͍͠ͷ͔ൺֱ͢Δɽ

– Ռใु੍ʹணͯ͠ɼݸਓཁҼʗۀاཁҼͷ͍ͣΕͷมಈཁҼ͕·͍͠ͷ͔ɼมಈ෯

͕ 100ສԁ݅ʗ 200ສԁ݅ͷ͍ͣΕ͕·͍͠ͷ͔ɼͦΕͧΕʹ͍ͭͯฏۉऩ͕ 300

ສԁ݅ʗ 600ສԁ݅ʹணͯ͠ੳ͢ΔɽฏۉऩҰਓ͋ͨΓ 2016ͷຊͷฏ

ऩͰ͋Δۉ 420ສԁΛج४ͱͯ͠ʢࠃ੫ி, 2016ʣɼऩ͓݅Αͼߴऩ݅ͱͯ͠

ઃఆ͓ͯ͠Γɼมಈ෯ʹ͍ͭͯมಈ෯͕େ͖͍݅ͱখ͍݅͞ͱͯ͠ɼճऀ͕ײత

ʹཧղ͍͢͠Λઃఆͨ͠ɽ

• ऩͷվળʹΑΔ࿑ಇͷ·͠͞ͷมԽʹ͍ͭͯ

– ฏۉऩ͕ 300ສԁ݅ʗ 600ສԁ݅ʹணͯ͠ɼ300ສԁͷऩվળʹΑͬͯɼ·͠

͕͞ͲͷΑ͏ʹมԽ͢Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢ΔɽಛʹຊڀݚͰࡏݱͷݸਓऩͷӨڹΛ໌Β

͔ʹ͢Δɽ͜͜Ͱߴऩ݅Ͱ͋Δ 600ສԁ݅ʹ͓͚Δ·͔͠͞Βऩ݅Ͱ͋Δ

300ສԁ݅ʹ͓͚Δ·͠͞ΛҾ͍ͨࠩΛԠมͱͯ͠ੳΛ͏ߦɽ͜ͷࠩ

ऩ͔݅Βߴऩ݅ʹڅ༩͕վળͨ͠ࡍʹɼͲͷఔ·͕͠͞มԽ͢Δͷ͔Λ͍ࣔͯ͠

Δɽ͜ΕΛԠมͱͯ͠ੳ͢Δ͜ͱʹΑΓɼऩ͕ 100ສԁվળ͢Δ͜ͱʹΑΔ·͠

͞ͷมԽΛࢦఠ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ

2 ௐࠪͷ֓ཁ

2.1 ௐࠪର

ຊௐࠪ 2015 10݄ 16ʙ10݄ 19ʹ͔͚ͯɼΠϯλʔωοτҙࣝௐࠪʮϦαʔνʯΛ༻

Εͨɽ͜ΕΠϯλʔωοτΞϯέʔτϞχλʔʹొ͍ͯ͠Δ͞ࢪ࣮͍ͯ 100ສਓҎ্ͷαϯϓϧ

ͷத͔ΒɼඞཁαϯϓϧճऩʹԠͯ͡ηάϝϯτԽΛ࣮͠ࢪɼͦͷத͔ΒϥϯμϜαϯϓϦϯάΛ

ΞϯέʔτΛґཔ͢ΔαʔϏεͰ͋ΓɼճऀʹWEBαʔϏεར༻ͷϙΠϯτ༩ͯͯ͠͠ࢪ࣮

͍Δɽ20ࡀҎ্ͷஉঁ 2,211໊ʹରͯ͠ௐࠪΛͨͬߦɽͳ͓ɼຊௐࠪͷ֓ཁࢢϊᖒ (2015)ʹ͓͍ͯ

ใ͞ࠂΕ͍ͯΔɽ
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ද 1: ར༻߲ͨ͠
໊߲ ࣭߲ͱճ༰
࿑ಇؒͱऩ
Time1 ऩ 200 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒະຬ
Time2 ऩ 200 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒҎ্ 50 ؒະຬ
Time3 ऩ 200 ສԁʗۈ͕ؒि 50 ؒҎ্
Time4 ऩ 400 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒະຬ
Time5 ऩ 400 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒҎ্ 50 ؒະຬ
Time6 ऩ 400 ສԁʗۈ͕ؒि 50 ؒҎ্
Time7 ऩ 600 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒະຬ
Time8 ऩ 600 ສԁʗۈ͕ؒि 30 ؒҎ্ 50 ؒະຬ
Time9 ऩ 600 ສԁʗۈ͕ؒि 50 ؒҎ্

1ɿಇ͖͍ͨɼ2ɿͲͪΒ͔ͱ͍͑ಇ͖͍ͨɼ3ɿͲͪΒͱ͍͑ͳ͍
4ɿͲͪΒ͔ͱ͍͑ಇ͖ͨ͘ͳ͍ɼ5ɿಇ͖ͨ͘ͳ͍

ใु੍ɾมಈཁҼͱऩ
Sys1 ऩ 300 ສԁʗՌɾۀʹؔΘΒͣʹҰఆ
Sys2 ऩ 200-400 ສԁʗݸਓͷՌʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys3 ऩ 200-400 ສԁʗձࣾͷۀʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys4 ऩ 100-500 ສԁʗݸਓͷՌʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys5 ऩ 100-500 ສԁʗձࣾͷۀʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys6 ऩ 600 ສԁʗՌɾۀʹؔΘΒͣʹҰఆ
Sys7 ऩ 500-700 ສԁʗݸਓͷՌʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys8 ऩ 500-700 ສԁʗձࣾͷۀʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys9 ऩ 400-800 ສԁʗݸਓͷՌʹԠͯ͡࿈ಈ
Sys10 ऩ 400-800 ສԁʗձࣾͷۀʹԠͯ͡࿈ಈ

1ɿಇ͖͍ͨɼ2ɿͲͪΒ͔ͱ͍͑ಇ͖͍ͨɼ3ɿͲͪΒͱ͍͑ͳ͍
4ɿͲͪΒ͔ͱ͍͑ಇ͖ͨ͘ͳ͍ɼ5ɿಇ͖ͨ͘ͳ͍

ࣾձࡁܦతཁҼ
ੑผ 1. உੑɼ2. ঁੑɼ3. ͦͷଞ
ྸ 1.10 ɼ2.20 ɼ3.30 ɼ4.40 ɼ5.50 ɼ6.60 ɼ7.70 Ҏ্
Ҭॅډ 1. ւಓɼ2. ౦ํɼ3. ؔ౦ํɼ4. த෦ํ

5. .ํɼ6ـۙ தࠃํɼ7. .ํɼ8ࠃ भํ
ਓऩೖݸ 1. 0 ԁɼ2.1 ԁ-200 ສԁະຬɼ3.200 ສԁҎ্-400 ສԁະຬɼ

4.400 ສԁҎ্-600 ສԁະຬɼ5.600 ສԁҎ্-800 ສԁະຬɼ
6.800 ສԁҎ্-1,000 ສԁະຬɼ7.1,000 ສԁҎ্-1,200 ສԁະຬ@
8.1,200 ສԁҎ্-1,500 ສԁະຬɼ9.1,500 ສԁҎ্-2,000 ສԁະຬ
10.2,000 ສԁҎ্

ະࠗʗࠗط 1. ະࠗɼ2. ࠗط
ͷ༗ແࢠ 1. .ͳ͠ɼ2ࢠ Γ͋ࢠ

2.2 ௐ߲ࠪ

ௐ߲ࠪҎԼͷ௨ΓͰ͋ͬͨɽऩͱ࿑ಇؒͷؔʹ͍ͭͯɼऩʮ200ສԁ/400ສԁ/600ສ

ԁʯʷۈ͕ؒʮ 30ؒະຬ/30ؒҎ্ 50ؒະຬ/50ؒҎ্ʯͱͯ͠ 3 ʷ 3ͷ 9߲ʹ͍ͭ

ͯɼʮ1.ಇ͖͍ͨʙ5.ಇ͖ͨ͘ͳ͍ʯͷ 5ईͷ࣭Λͨͬߦɽ·ͨɼऩͱใु੍ͷؔʹ͍ͭ

ͯऩʮ300ສԁ/600ສԁʯʷڅ༩͕ʮҰఆ ਓՌ࿈ಈʯʷ࿈ಈࣜͷ߹ʮมಈݸ/࿈ಈۀۀا/

͕ 100ສԁ/200ສԁʯͱ͍͏ 2+2 ʷ 2 ʷ 2ͷ 10߲ʹ͍ͭͯʮ1.ಇ͖͍ͨʙ5.ಇ͖ͨ͘ͳ͍ʯͷ 5

ईͷ࣭Λͨͬߦɽ͍ͣΕʹ͍ͭͯղऍ͕͍͢͠Α͏ʹʮ1.ಇ͖ͨ͘ͳ͍ʙ5.ಇ͖͍ͨʯͱͯ͠

ಘΛٯసͯ͠ੳΛͨͬߦ 5ɽͦͷଞɼ߲ૅجͱͯ͠ɼॅډҬɼະࠗ/ࠗطɼࢠͲͷ༗ແɼݸਓ

ऩೖͳͲͷ߲ΛਘͶ͍ͯΔɽৄࡉද දྔܭड़౷هɼ͠ࡌܝʹ1 Δɽ͍ͯ͠ࡌܝʹ2
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ද 2: ྔܭड़౷ه

Statistic N Mean St. Dev. Min Max

Time1 2,211 3.53 1.40 1 5
Time2 2,211 4.08 1.11 1 5
Time3 2,211 4.34 0.97 1 5
Time4 2,211 2.82 1.49 1 5
Time5 2,211 3.31 1.34 1 5
Time6 2,211 3.87 1.17 1 5
Time7 2,211 2.30 1.45 1 5
Time8 2,211 2.80 1.42 1 5
Time9 2,211 3.50 1.32 1 5
Sys1 2,211 3.25 1.31 1 5
Sys2 2,211 3.450 1.16 1 5
Sys3 2,211 3.58 1.11 1 5
Sys4 2,211 3.63 1.12 1 5
Sys5 2,211 3.68 1.08 1 5
Sys6 2,211 2.50 1.37 1 5
Sys7 2,211 2.82 1.29 1 5
Sys8 2,211 2.90 1.26 1 5
Sys9 2,211 2.86 1.28 1 5
Sys10 2,211 2.92 1.25 1 5
ࣾձࡁܦతཁҼ
ੑผ 2,211 0.50 0.50 0 1
ྸ 2,211 45.20 14.02 20 82
ੈ 2,211 2.00 1.42 0 4
Ҭ 2,211 2.96 1.66 0 7
݁ࠗ 2,211 0.65 0.48 0 1
Ͳͷ༗ແࢠ 2,211 1.46 0.50 1 2
ਓऩೖݸ 2,211 1.19 1.40 0 8

2.3 ੳํ๏

ੳʹ౷ܭιϑτ RΛ͍ (R, 2016)ɼύοέʔδ ordinal(Christensen, 2015)ͷؔ clmmΛར

༻ͯ͠ɼॱংϓϩϏοτࠞ߹ޮՌϞσϧ (Ordered Probit Mixed Effects Model)ͱͯ͠ 6ɼ͘͠ಉ

ύοέʔδͷؔ clmΛར༻ͯ͠ɼॱংϓϩϏοτϞσϧ (Ordered Probit Model)ͱͯ͠ੳͨ͠ɽ

͜ΕΒͷϞσϧಉҰՃऀ͔ΒෳͷճΛಘ͍ͯΔͨΊʹࠞ߹ޮՌϞσϧͰ͋Δඞཁ͕͋Δɽ·

ͨɼ̑ईΛ༻͍͓ͯΓɼਖ਼نΛલఏͱͨ͠ੳෆదͰ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼॱংมͱͯ͠

ѻ͍ॱংϓϩϏοτʢࠞ߹ʣϞσϧͱͨ͠ɽ

Ϟσϧબͷج४ͱͯ͠ AIC(Akaike’s Information Criterion)Λ༻͍ͯ (Akaike, 1973)7ɼ֤߲ʹͭ

౼ݕ͍ͯͭʹͷ͋ΔϞσϧΛൺֱ͠ɼAICͷ͕খ͍͞Ϟσϧ༺࡞ޓͷͳ͍Ϟσϧͱަ༺࡞ޓަ͍ͯ

ͨ͠ɽަ࡞ޓ༻ͷͳ͍Ϟσϧ͕࠾͞Εͨ߹ɼઆ໌ม͕తมʹରͯ͠༩͑ΔӨڹʹ͓͍ͯɼଞ

ͷઆ໌มͷʹԠͣ͡ʹಉ༷ͷӨڹΛ༩͑Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔɽҰํɼަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧ͕࠾

͞Εͨ߹Ͱɼઆ໌ม͕తมʹରͯ͠༩͑ΔӨڹɼଞͷઆ໌มͷʹԠͯ͡มԽ͢Δ

͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ

දͷ࡞ʹύοέʔδ xtable ͷؔ xtable(Dahl, 2014) ͓Αͼύοέʔδ stargazer ͷؔ

stargazer(Hlavac, 2015)Λɼਤͷ࡞ʹύοέʔδ ggplot2(Wickham, 2009)ͷؔ gplotΛ༻͍ͨɽ
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3 ݁Ռ

3.1 ऩͱ࿑ಇؒ

30時間 40時間 50時間

望
ま
し
さ

賃金
200万
400万
600万

ਤ 1: ऩผ࿑ಇؒͷ·͠͞

ද 3ʹऩ݅ͱ࿑ಇؒʹؔ͢Δੳ݁ՌΛɼਤ 1ʹ·͠͞ͷฏۉͷϓϩοτΛࣔͯ͠

͍ΔɽModel 1ͱModel 2ʹऩ݅ͱ࿑ಇؒʹΑΔ 10ؒ͋ͨΓͷ·͠͞ͷมԽͷؔΛࣔ

͓ͯ͠ΓɼModel 3ͱModel 4ʹͦΕͧΕͷ݅ʹ͍ͭͯɼҼࢠͷ··Ͱੳͨ͠ϞσϧͰ͋Δɽ͍

ͣΕϥϯμϜޮՌͱͯ͠ݸਓΛઃఆ͍ͯ͠Δɽ

Model 1ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 2ަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧͰ͋ΔɽAICʹண͢Δͱɼ

Model 1ͷ AIC͕ 51282.509Ͱ͋ΓɼModel 2 51263.617Ͱ͋ͬͨɽަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔModel 2ͷํ͕

AICͷখ͘͞ɼΑΓΑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼModel ͢౼ݕ͍ͯͭʹ2

ΔɽModel 2Ͱऩ͕͕ํ͍ߴ·͍͜͠ͱɼ࿑ಇ͕͍ؒํ͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

͞Βʹަ࡞ޓ༻ʹண͢Δͱɼ͕ۚͯ͘ߴɼ࿑ಇ͕ؒ͘ͳΔͱɼͦͷ·͕͠͞Լ͢Δ

͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͜ΕΒʹ͍ͭͯੈɾྸɾݸਓऩೖɾࢠͲͷ༗ແ͕Ө͢ڹΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε

͍ͯΔɽ

Model 3ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 4ަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧͰ͋ΔɽAICʹண͢Δͱɼ

Model 3ͷ AIC͕ 49991.756Ͱ͋ΓɼModel 4 49953.785Ͱ͋ͬͨɽަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔModel 4ͷํ͕

AICͷখ͘͞ɼΑΓΑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼModel ͢౼ݕ͍ͯͭʹ4

ΔɽModel 4Ͱίϯτϩʔϧ܈Ͱ͋Δ 400ສԁ݅ʹൺͯɼ200ສԁ݅ͷํ͕·͘͠ͳ͍͜ͱɼ

600ສԁ݅ͷํ͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ࿑ಇؒʹண͢Δͱ 40ؒʹൺͯ 30ؒͷํ

͕·͘͠ɼ50ؒͷํ͕·͘͠ͳ͍͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
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ද 3: ऩͱ࿑ಇؒʹؔ͢Δੳ݁Ռ

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
ऩ
ऩ (ඦສԁ) 0.003 [0.002; 0.003]∗ 0.003 [0.003; 0.004]∗

200 ສԁ −0.760 [−0.802; −0.719]∗ −0.873 [−0.944; −0.803]∗

400 ສԁɹ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600 ສԁ 0.548 [0.508; 0.587]∗ 0.562 [0.495; 0.629]∗

࿑ಇؒ
࿑ಇؒ (ेؒ) −0.428 [−0.448; −0.407]∗ −0.326 [−0.380; −0.273]∗

30 ؒ 0.595 [0.555; 0.634]∗ 0.550 [0.483; 0.618]∗

40 ؒɹ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
50 ؒ −0.570 [−0.610; −0.529]∗ −0.613 [−0.682; −0.545]∗

༺࡞ޓަ
ۚ:࿑ಇؒ −0.000 [−0.000; −0.000]∗

200 ສԁ:30 ؒ 0.111 [0.014; 0.208]∗

600 ສԁ:30 ؒ 0.038 [−0.057; 0.133]
200 ສԁ:50 ؒ 0.243 [0.143; 0.344]∗

600 ສԁ:50 ؒ −0.075 [−0.171; 0.020]
ੈ
20  ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
30  −0.077 [−0.222; 0.069] −0.076 [−0.222; 0.069] −0.105 [−0.252; 0.043] −0.105 [−0.252; 0.043]
40  −0.196 [−0.347; −0.046]∗ −0.196 [−0.347; −0.046]∗ −0.286 [−0.439; −0.133]∗ −0.286 [−0.439; −0.133]∗

50  −0.219 [−0.378; −0.060]∗ −0.219 [−0.377; −0.060]∗ −0.305 [−0.466; −0.144]∗ −0.305 [−0.466; −0.143]∗

60 Ҏ্ −0.344 [−0.505; −0.182]∗ −0.344 [−0.505; −0.182]∗ −0.540 [−0.704; −0.376]∗ −0.541 [−0.705; −0.376]∗

ੑผ
உੑ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ঁੑ −0.125 [−0.240; −0.009]∗ −0.125 [−0.240; −0.009]∗ −0.212 [−0.330; −0.095]∗ −0.213 [−0.331; −0.096]∗

ਓऩೖݸ
0-199 ສԁ 0.079 [−0.046; 0.204] 0.080 [−0.045; 0.204] 0.132 [0.005; 0.258]∗ 0.133 [0.006; 0.260]∗

200-399 ສԁ −0.094 [−0.246; 0.058] −0.093 [−0.246; 0.059] −0.082 [−0.236; 0.073] −0.081 [−0.236; 0.074]
400-599 ສԁ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600-799 ສԁ −0.352 [−0.547; −0.157]∗ −0.352 [−0.547; −0.157]∗ −0.481 [−0.678; −0.283]∗ −0.481 [−0.679; −0.283]∗

800-999 ສԁ −0.496 [−0.743; −0.250]∗ −0.496 [−0.743; −0.249]∗ −0.735 [−0.986; −0.485]∗ −0.737 [−0.988; −0.486]∗

1000-1199 ສԁ −0.690 [−1.118; −0.262]∗ −0.690 [−1.118; −0.261]∗ −0.991 [−1.426; −0.555]∗ −0.994 [−1.430; −0.557]∗

1200-1499 ສԁ −0.930 [−1.497; −0.363]∗ −0.930 [−1.498; −0.362]∗ −1.475 [−2.058; −0.892]∗ −1.480 [−2.064; −0.895]∗

1500-1999 ສԁ −2.176 [−3.198; −1.153]∗ −2.181 [−3.210; −1.151]∗ −3.102 [−4.223; −1.981]∗ −3.115 [−4.240; −1.989]∗

2000 ສԁҎ্ 0.033 [−0.789; 0.854] 0.033 [−0.788; 0.854] 0.123 [−0.710; 0.956] 0.124 [−0.710; 0.959]
Ҭ
ւಓํ 0.056 [−0.222; 0.334] 0.056 [−0.223; 0.334] 0.087 [−0.196; 0.369] 0.086 [−0.197; 0.370]
౦ํ −0.071 [−0.280; 0.137] −0.072 [−0.280; 0.137] −0.107 [−0.319; 0.104] −0.108 [−0.320; 0.104]
ؔ౦ํ
த෦ํ 0.044 [−0.185; 0.273] 0.043 [−0.185; 0.272] 0.079 [−0.153; 0.311] 0.079 [−0.154; 0.312]
ํـۙ −0.054 [−0.273; 0.166] −0.054 [−0.273; 0.165] −0.085 [−0.308; 0.137] −0.086 [−0.309; 0.137]
தࠃํ 0.044 [−0.240; 0.329] 0.044 [−0.240; 0.329] 0.075 [−0.214; 0.363] 0.075 [−0.214; 0.364]
ํࠃ 0.058 [−0.288; 0.404] 0.058 [−0.288; 0.405] 0.052 [−0.300; 0.403] 0.052 [−0.300; 0.404]
भํ 0.035 [−0.228; 0.298] 0.035 [−0.228; 0.298] 0.045 [−0.222; 0.312] 0.045 [−0.223; 0.313]
݁ࠗ
ະࠗɹ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ࠗط −0.130 [−0.268; 0.009] −0.130 [−0.269; 0.009] −0.186 [−0.327; −0.045]∗ −0.186 [−0.327; −0.045]∗

Ͳͷ༗ແࢠ
Ͳͳ͠ࢠ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
Ͳ͋Γࢠ 0.087 [−0.044; 0.218] 0.087 [−0.044; 0.218] 0.117 [−0.016; 0.250] 0.117 [−0.017; 0.250]
ϥϯμϜޮՌ
ਓݸ 1.000 1.000 1.032 1.038
Log Like. -25612.254 -25601.808 -24964.878 -24941.893
AIC 51282.509 51263.617 49991.756 49953.785
Num. obs. 19899 19899 19899 19899
Num. MID 2211 2211 2211 2211

ᮢ
1—2 −1.556 [−1.811; −1.300]∗ −1.155 [−1.477; −0.833]∗ −1.157 [−1.402; −0.912]∗ −1.188 [−1.436; −0.940]∗

2—3 −1.202 [−1.457; −0.947]∗ −0.801 [−1.123; −0.480]∗ −0.643 [−0.888; −0.398]∗ −0.674 [−0.921; −0.426]∗

3—4 −0.445 [−0.700; −0.190]∗ −0.044 [−0.365; 0.277] 0.363 [0.118; 0.608]∗ 0.334 [0.087; 0.581]∗

4—5 0.116 [−0.139; 0.370] 0.518 [0.197; 0.840]∗ 1.073 [0.827; 1.318]∗ 1.048 [0.800; 1.295]∗

[Lower CI; Upper CI], ∗ 0 outside the 95% confidence interval

͞Βʹɼަ࡞ޓ༻ʹண͢Δͱɼऩ 200ສԁ 30͓ؒ݅Αͼऩ 200ສԁ 50ؒ݅Ͱ·͠

͕͞վળ͢Δ͜ͱ͕ΊΒΕ͍ͯΔɽ͜ͷ݁Ռऩ 200ສԁ݅ʹ͓͍ͯɼऩ 400ສԁ݅ʹ

͓͚Δ 30͓ؒ݅Αͼ 50ؒ݅ͷؔͱҟͳΓɼ30͓ؒ݅Αͼ 50ؒ݅ΛΑΓ·͠
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͍͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

3.2 ڹ༩มಈͷӨڅ

ຊઅʹ͓͍ͯɼڅ༩มಈͷӨݕ͍ͯͭʹڹ౼͢Δɽ3.2.1ʹ͓͍ͯڅ༩มಈͷ༗ແʹΑΔ·͠

͞ͷมԽʹ͍ͭͯݕ౼ͨ͠ɽͦͷ্Ͱɼ3.2.2ʹ͓͍ͯڅ༩มಈͷେ͖͓͞ΑͼมಈཁҼͷӨڹʹͭ

ɽ͞Βʹɼ3.2.3ʹ͓͍ͯͨ͠౼ݕ͍ͯ 600ສԁ݅ͱ 300ສԁ݅ʹ͓͚Δ·͠͞ͷΪϟοϓΛൺ

ֱͨ͠ɽ͜ΕʹΑΓɼऩ͕ 300ສԁ͔Β 600ສԁʹมԽͨ͠ͱ͖ʹɼਓʑͷϞνϕʔγϣϯ͕Ͳͷఔ

վળ͢Δͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ՄͱͳΔɽ

3.2.1 ͍ͯͭʹ༩มಈͷ༗ແڅ

望
ま
し
さ

一定報酬 成果報酬

賃金
300万
600万

ਤ 2: ༩มಈͷ༗ແڅ

ਤ 2ʹڅ༩มಈͷ༗ແʹؔ͢Δ·͠͞ʹؔ͢ΔฏۉͷϓϩοτΛɼද 4ʹڅ༩มಈͷӨڹ

ʹؔ͢ΔੳϞσϧΛ͍ࣔͯ͠ΔɽModel 1͓ΑͼModel 2Ͱใु੍͓Αͼ 300ສԁ݅ͱ 600ສ

ԁ݅ʹ͓͚Δ·͠͞ͷൺֱΛ͍ͯͬߦΔɽҰํɼModel 3͓ΑͼModel 4Ͱใु੍͓Αͼ 100

ສԁऩ͕૿͑ͨࡍͷ·͠͞ͷมԽΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͍ͣΕϥϯμϜޮՌͱͯ͠มಈཁҼɼมಈ෯

͓ΑͼݸਓΛઃఆ͍ͯ͠Δ 8ɽ

Model 1ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 2Ͱަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧΛ͍ࣔͯ͠ΔɽAICʹண

͢ΔͱɼModel 1ͷ AIC͕ 54316.976Ͱ͋ΓɼModel 2 54317.793Ͱ͋ͬͨɽModel 1ͷํ͕খ͞

͘ɼΑΓྑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼަ࡞ޓ༻ͷͳ͍Model Δɽ͢౼ݕ͍ͯͭʹ1

Model 1ʹΑΕҰఆใुʹൺͯɼՌใुͷํ͕·͘͠ͳ͍͜ͱɼ300ສԁ݅ʹൺͯ 600ສ
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ԁ݅ͷํ͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͞Βʹɼ͜ΕΒʹ͍ͭͯੑผɾݸਓऩೖɾੈɾҬʹ

Αͬͯ·͕͠͞ҟͳΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

ද 4: ใु੍ʹؔ͢Δੳ݁Ռ

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
ใु੍
Ұఆใुɹ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
Ռใु −0.503 [−0.668; −0.338]∗ −0.482 [−0.651; −0.313]∗ −0.503 [−0.668; −0.338]∗ −0.440 [−0.640; −0.241]∗

༩څ
300 ສԁ݅ɹ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600 ສԁ݅ 0.978 [0.945; 1.010]∗ 1.011 [0.943; 1.079]∗

ऩ (ඦສԁ) 0.326 [0.315; 0.337]∗ 0.337 [0.314; 0.360]∗

༺࡞ޓަ
Ռใु:600 ສԁ −0.042 [−0.117; 0.033]
Ռใु:ऩ −0.014 [−0.039; 0.011]
ੑผ
உੑ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ঁੑ −0.254 [−0.393; −0.114]∗ −0.254 [−0.393; −0.114]∗ −0.254 [−0.393; −0.114]∗ −0.254 [−0.393; −0.114]∗

ਓऩೖݸ
0-199 ສԁ −0.040 [−0.224; 0.143] −0.040 [−0.224; 0.143] −0.040 [−0.224; 0.143] −0.040 [−0.224; 0.143]
200-399 ສԁ 0.086 [−0.089; 0.262] 0.086 [−0.089; 0.262] 0.086 [−0.089; 0.262] 0.086 [−0.089; 0.262]
400-599 ສԁ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600-799 ສԁ −0.403 [−0.637; −0.168]∗ −0.403 [−0.637; −0.168]∗ −0.402 [−0.636; −0.168]∗ −0.403 [−0.637; −0.168]∗

800-999 ສԁ −0.739 [−1.031; −0.447]∗ −0.739 [−1.031; −0.447]∗ −0.739 [−1.031; −0.447]∗ −0.739 [−1.031; −0.447]∗

1000-1199 ສԁ −0.959 [−1.469; −0.449]∗ −0.959 [−1.470; −0.449]∗ −0.959 [−1.469; −0.449]∗ −0.959 [−1.470; −0.449]∗

1200-1499 ສԁ −1.782 [−2.459; −1.106]∗ −1.783 [−2.459; −1.106]∗ −1.782 [−2.459; −1.106]∗ −1.783 [−2.459; −1.106]∗

1500-1999 ສԁ −3.265 [−4.513; −2.018]∗ −3.265 [−4.512; −2.019]∗ −3.266 [−4.513; −2.018]∗ −3.265 [−4.512; −2.019]∗

2000 ສԁҎ্ −0.347 [−1.359; 0.664] −0.348 [−1.359; 0.664] −0.348 [−1.359; 0.664] −0.348 [−1.359; 0.664]
ੈ
20  ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
30  −0.092 [−0.267; 0.084] −0.092 [−0.267; 0.084] −0.092 [−0.267; 0.084] −0.092 [−0.267; 0.084]
40  −0.279 [−0.460; −0.097]∗ −0.279 [−0.460; −0.097]∗ −0.279 [−0.460; −0.097]∗ −0.279 [−0.460; −0.097]∗

50  −0.278 [−0.469; −0.087]∗ −0.278 [−0.469; −0.087]∗ −0.278 [−0.469; −0.087]∗ −0.278 [−0.469; −0.087]∗

60 Ҏ্ −0.522 [−0.717; −0.327]∗ −0.522 [−0.717; −0.327]∗ −0.522 [−0.717; −0.327]∗ −0.522 [−0.717; −0.327]∗

Ҭ
ւಓํ 0.034 [−0.217; 0.286] 0.034 [−0.217; 0.286] 0.034 [−0.217; 0.286] 0.034 [−0.217; 0.286]
౦ํ 0.153 [−0.102; 0.408] 0.153 [−0.102; 0.408] 0.153 [−0.102; 0.408] 0.153 [−0.102; 0.408]
ؔ౦ํ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
த෦ํ 0.205 [0.036; 0.373]∗ 0.205 [0.036; 0.373]∗ 0.205 [0.036; 0.373]∗ 0.205 [0.036; 0.373]∗

ํـۙ 0.089 [−0.059; 0.237] 0.089 [−0.059; 0.237] 0.089 [−0.059; 0.237] 0.089 [−0.059; 0.237]
தࠃํ 0.302 [0.039; 0.566]∗ 0.302 [0.039; 0.566]∗ 0.302 [0.039; 0.566]∗ 0.302 [0.039; 0.566]∗

ํࠃ 0.058 [−0.299; 0.415] 0.058 [−0.299; 0.415] 0.058 [−0.299; 0.415] 0.058 [−0.299; 0.415]
भํ 0.236 [0.005; 0.467]∗ 0.236 [0.005; 0.467]∗ 0.236 [0.005; 0.467]∗ 0.236 [0.005; 0.467]∗

݁ࠗ
ະࠗ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ࠗط −0.129 [−0.296; 0.038] −0.129 [−0.296; 0.038] −0.129 [−0.296; 0.038] −0.129 [−0.296; 0.038]
Ͳͷ༗ແࢠ
Ͳͳ͠ɹࢠ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
Ͳ͋Γࢠ 0.094 [−0.064; 0.252] 0.094 [−0.064; 0.252] 0.094 [−0.064; 0.252] 0.094 [−0.064; 0.252]

ϥϯμϜޮՌ
มಈཁҼ 0.002 0.002 0.002 0.002
มಈ෯ 0.002 0.002 0.002 0.002
ਓݸ 1.546 1.546 1.546 1.546
Log Likelihood -27127.488 -27126.897 -27127.488 -27126.897
AIC 54316.976 54317.793 54316.976 54317.793
Num. obs. 22110 22110 22110 22110
มಈཁҼ 3 3 3 3
มಈ෯ 3 3 3 3
ਓݸ 2211 2211 2211 2211

ᮢ
1—2 −1.561 [−1.844; −1.278]∗ −1.544 [−1.829; −1.259]∗ −0.583 [−0.869; −0.297]∗ −0.533 [−0.833; −0.234]∗

2—3 −0.892 [−1.175; −0.610]∗ −0.876 [−1.160; −0.592]∗ 0.085 [−0.201; 0.371] 0.135 [−0.164; 0.434]
3—4 0.484 [0.202; 0.767]∗ 0.501 [0.216; 0.785]∗ 1.462 [1.176; 1.748]∗ 1.511 [1.211; 1.811]∗

4—5 1.530 [1.247; 1.813]∗ 1.547 [1.262; 1.831]∗ 2.508 [2.220; 2.795]∗ 2.557 [2.256; 2.858]∗

[Lower CI; Upper CI], ∗ 0 outside the 95% confidence interval

Model 3ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 4Ͱަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧΛ͍ࣔͯ͠ΔɽAICʹண
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͢ΔͱɼModel 3 ͷ AIC͕ 54316.976Ͱ͋ΓɼModel 4 54317.793Ͱ͋ͬͨɽModel 3ͷํ͕খ͘͞ɼ

ಉ༷ʹΑΓྑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼަ࡞ޓ༻ͷͳ͍Model ౼ݕ͍ͯͭʹ3

͢ΔɽModel 3ʹΑΕҰఆใुʹൺͯɼՌใुͷํ͕·͘͠ͳ͍͜ͱɼ͞Βʹɼ100ສԁͷڅ

༩૿ՃͰ͋ͬͯ·͕͠͞౷ܭతʹ༗ҙʹվળ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͜ΕΒʹ͍ͭͯੑผɾݸ

ਓऩೖɾੈɾҬʹΑͬͯ·͕͠͞ҟͳΔ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

3.2.2 ͍ͯͭʹ༩ͷมಈཁҼ͓Αͼมಈ෯څ

望
ま
し
さ

300万 600万

100万分散 200万分散 100万分散 200万分散

変動要因
企業
個人

ਤ 3: ڹ༩มಈ෯͓ΑͼมಈཁҼͷӨڅ

ද 5ʹڅ༩มಈ͕͋Δ݅ʹணͨ͠ੳ݁ՌΛɼਤ 3ʹͦͷ·͠͞ͷฏۉͷϓϩοτΛ

͍ࣔͯ͠ΔɽModel 1ͱModel 2ʹมಈཁҼɼऩ͓݅Αͼڅ༩มಈ෯Λ͍ͣΕҼࢠσʔλͱ͠

ͨੳ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠ΔɽModel 3ͱModel 4ʹऩ͓݅Αͼڅ༩มಈ෯Λσʔλͱͯ͠

ੳͨ͠ϞσϧͰ͋Δɽ͍ͣΕϥϯμϜޮՌͱͯ͠ݸਓΛઃఆ͍ͯ͠Δɽ

Model 1ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 2ަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧͰ͋ΔɽAICʹண͢Δͱɼ

Model 1ͷ AIC͕ 41726.882Ͱ͋ΓɼModel 2 41718.307Ͱ͋ͬͨɽަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔModel 2ͷํ͕

AICͷ͕খ͘͞ɼΑΓΑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼModel ͢౼ݕ͍ͯͭʹ2

ΔɽModel 2Ͱऩ 300ສԁ݅ʹൺͯऩ 600ສԁ݅ͷํ͕·͍͜͠ͱɼ300ສԁ݅ʹ͓

͍ͯมಈ෯ 100ສԁ݅ʹൺͯมಈ෯ 200ສԁ݅ͷํ͕·͍͜͠ͱɼۀاཁҼʹൺͯݸਓ

ཁҼͷํ͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
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ද 5: มಈཁҼ͓Αͼมಈ෯ʹؔ͢Δੳ

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
ऩೖ
300 ສԁ݅ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600 ສԁ݅ 1.088 [1.051; 1.126]∗ 1.027 [0.957; 1.097]∗

ऩೖ (ඦສԁ) 0.363 [0.350; 0.375]∗ 0.301 [0.250; 0.352]∗

༩มಈ෯څ
100 ສԁ݅ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
200 ສԁ݅ −0.107 [−0.142; −0.073]∗ −0.153 [−0.223; −0.084]∗

มಈ෯ (ඦສԁ) −0.107 [−0.142; −0.073]∗ −0.278 [−0.432; −0.124]∗

มಈཁҼ
ɹۀا ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ਓݸ 0.109 [0.074; 0.143]∗ 0.133 [0.064; 0.201]∗ 0.109 [0.075; 0.143]∗ 0.217 [−0.126; 0.560]
༺࡞ޓަ
600 ສ:200 ສมಈ 0.125 [0.028; 0.222]∗

600 ສ:ݸਓཁҼ −0.012 [−0.109; 0.084]
200 ສมಈ:ݸਓ −0.048 [−0.145; 0.050]
600 ສ:200 ສมಈ:ݸਓ 0.024 [−0.112; 0.161]
ऩೖ:มಈ෯ 0.042 [0.009; 0.074]∗

ऩೖ:ݸਓ −0.012 [−0.084; 0.060]
มಈ෯:ݸਓ −0.072 [−0.289; 0.146]
ऩೖ:มಈ෯:ݸਓ 0.008 [−0.037; 0.054]
ੑผ
உੑ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ঁੑ −0.308 [−0.467; −0.149]∗ −0.308 [−0.468; −0.149]∗ −0.308 [−0.467; −0.149]∗ −0.308 [−0.468; −0.149]∗

ਓऩೖݸ
0-199 ສԁ −0.131 [−0.340; 0.079] −0.131 [−0.341; 0.079] −0.131 [−0.340; 0.079] −0.131 [−0.341; 0.079]
200-399 ສԁ 0.052 [−0.148; 0.252] 0.052 [−0.149; 0.252] 0.052 [−0.148; 0.252] 0.052 [−0.149; 0.252]
400-599 ສԁ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600-799 ສԁ −0.395 [−0.662; −0.128]∗ −0.396 [−0.663; −0.128]∗ −0.395 [−0.662; −0.128]∗ −0.396 [−0.663; −0.128]∗

800-999 ສԁ −0.769 [−1.103; −0.435]∗ −0.770 [−1.104; −0.436]∗ −0.769 [−1.103; −0.436]∗ −0.770 [−1.104; −0.436]∗

1000-1199 ສԁ −0.992 [−1.577; −0.406]∗ −0.993 [−1.579; −0.406]∗ −0.992 [−1.577; −0.406]∗ −0.992 [−1.578; −0.406]∗

1200-1499 ສԁ −1.858 [−2.630; −1.085]∗ −1.860 [−2.633; −1.086]∗ −1.858 [−2.630; −1.085]∗ −1.859 [−2.633; −1.086]∗

1500-1999 ສԁ −3.425 [−4.873; −1.978]∗ −3.428 [−4.877; −1.980]∗ −3.425 [−4.872; −1.978]∗ −3.428 [−4.877; −1.979]∗

2000 ສԁҎ্ −0.304 [−1.457; 0.848] −0.304 [−1.458; 0.849] −0.304 [−1.457; 0.848] −0.304 [−1.458; 0.849]
ੈ
20  ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
30  −0.155 [−0.356; 0.046] −0.155 [−0.356; 0.046] −0.155 [−0.356; 0.046] −0.155 [−0.356; 0.046]
40  −0.364 [−0.572; −0.157]∗ −0.365 [−0.573; −0.157]∗ −0.364 [−0.572; −0.157]∗ −0.365 [−0.573; −0.157]∗

50  −0.401 [−0.619; −0.182]∗ −0.401 [−0.620; −0.182]∗ −0.401 [−0.619; −0.182]∗ −0.401 [−0.620; −0.182]∗

60 Ҏ্ −0.624 [−0.846; −0.401]∗ −0.624 [−0.847; −0.401]∗ −0.624 [−0.846; −0.401]∗ −0.624 [−0.847; −0.402]∗

Ҭ
ւಓํ −0.008 [−0.296; 0.280] −0.008 [−0.296; 0.280] −0.008 [−0.296; 0.280] −0.008 [−0.296; 0.280]
౦ํ 0.110 [−0.181; 0.401] 0.110 [−0.181; 0.401] 0.110 [−0.181; 0.401] 0.110 [−0.182; 0.401]
ؔ౦ํ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
த෦ํ 0.191 [−0.001; 0.384] 0.192 [−0.001; 0.384] 0.192 [−0.001; 0.384] 0.192 [−0.001; 0.384]
ํـۙ 0.126 [−0.044; 0.295] 0.126 [−0.044; 0.295] 0.126 [−0.044; 0.295] 0.126 [−0.044; 0.295]
தࠃํ 0.332 [0.032; 0.633]∗ 0.333 [0.032; 0.634]∗ 0.332 [0.032; 0.633]∗ 0.333 [0.032; 0.634]∗

ํࠃ 0.041 [−0.368; 0.450] 0.041 [−0.368; 0.451] 0.041 [−0.368; 0.450] 0.041 [−0.368; 0.451]
भํ 0.303 [0.040; 0.567]∗ 0.304 [0.040; 0.568]∗ 0.303 [0.040; 0.567]∗ 0.304 [0.040; 0.568]∗

݁ࠗ
ະࠗ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ࠗط −0.133 [−0.324; 0.058] −0.134 [−0.325; 0.058] −0.133 [−0.324; 0.058] −0.134 [−0.325; 0.058]
Ͳͷ༗ແࢠ
Ͳͳ͠ࢠ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
Ͳ͋Γࢠ 0.116 [−0.065; 0.296] 0.116 [0.065; −0.297] 0.116 [−0.065; 0.296] 0.116 [0.065; 0.297]

ϥϯμϜޮՌ
ਓݸ 2.012 2.016 2.012 2.016
Log Likelihood -20833.441 -20825.153 -20833.441 -20825.153
AIC 41726.882 41718.307 41726.882 41718.307
Num. obs. 17688 17688 17688 17688
ਓݸ 2211 2211 2211 2211

ᮢ
1—2 −1.316 [−1.602; −1.031]∗ −1.341 [−1.629; −1.053]∗ −0.336 [−0.629; −0.042]∗ −0.592 [−0.965; −0.219]∗

2—3 −0.548 [−0.833; −0.263]∗ −0.571 [−0.859; −0.284]∗ 0.433 [0.140; 0.726]∗ 0.177 [−0.195; 0.550]
3—4 0.991 [0.705; 1.276]∗ 0.969 [0.681; 1.257]∗ 1.972 [1.677; 2.266]∗ 1.718 [1.344; 2.091]∗

4—5 2.211 [1.924; 2.498]∗ 2.189 [1.900; 2.478]∗ 3.191 [2.895; 3.488]∗ 2.938 [2.562; 3.313]∗

[Lower CI; Upper CI], ∗ 0 outside the 95% confidence interval

͞Βʹɼަ࡞ޓ༻ʹண͢Δͱɼऩ 600ສԁ݅ͱมಈ෯ 200ສԁ݅ͷަ࡞ޓ༻͕ΊΒΕͨɽ
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͜ͷ݁Ռɼऩ 300ສԁ݅ʹ͓͚Δมಈ෯ 200ສԁ݅ΑΓऩ 600ສԁ݅ʹ͓͚Δมಈ෯

200ສԁͷํ͕ΑΓ·͘͠ࢥΘΕΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͢ͳΘͪɼߴऩ݅Ͱ͋Εɼมಈ෯͕େ

͖͍͜ͱΛड͚ೖΕΔʹ͋Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɽ͜ΕΒͷ݁Ռʹ͍ͭͯɼੑผɾݸਓऩɾੈɾ

Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͍ͯ͠ڹҬ͕Өॅډ

Model 3ަ࡞ޓ༻ͷͳ͍ϞσϧΛɼModel 4ަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔϞσϧͰ͋ΔɽAICʹண͢Δͱɼ

Model 3ͷ AIC͕ 41726.882Ͱ͋ΓɼModel 4 51263.617Ͱ͋ͬͨɽަ࡞ޓ༻ͷ͋ΔModel 4ͷํ͕

AICͷ͕খ͘͞ɼΑΓΑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼModel ͢౼ݕ͍ͯͭʹ4

ΔɽModel 4Ͱڅ༩͕ 100ສԁ૿͑Δͱ·͕͠͞վળ͢Δ͜ͱɼมಈ෯͕ 100ສԁ૿͑Δͱ·͠

ਓཁҼʹΑΔมݸΊΒΕɼ͕༺࡞ޓ༩ͱมಈ෯ͷަڅগ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͞Βʹɼݮ͕͞

ಈ͕·͘͠ࢥΘΕΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳ͕ͬͨɼมಈཁҼʹ͍ͭͯӨ͕ڹΊΒΕͳ͔ͬͨɽ

3.3 ऩͷվળʹΑΔ࿑ಇͷ·͠͞ͷมԽ

ਤ 4ʹ 600ສԁ݅ͱ 300ສԁ݅ͷ·͠͞ͷฏۉͷϓϩοτΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͞Βʹɼਤ 5ʹ

 600ສԁ݅ͱ 300ສԁ݅ʹ͓͚Δ·͠͞ͷࠩΛϓϩοτ͍ͯ͠Δɽ

望
ま
し
さ

個人収入
0-199

200-399
400-599

600-799
800-999

1000-1199
1200-1499

1500-1999
2000-

（万円）

300万条件
600万条件

年収

ਤ 4: ਓऩೖͱͷൺֱݸ
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望
ま
し
さ
の
差

個人収入
0-199 200-399 400-599 600-799 800-9991000-1199 1200-1499 1500-1999 2000-

（万円）

ਤ 5: ·͠͞ͷࠩ

ද 6ʹڅ༩มಈ͕͋Δ݅ʹணͨ͠ੳ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠ΔɽModel 1ݸਓऩೖΛҼࢠͷ··

ੳ͓ͯ͠ΓɼModel 2͓ΑͼModel 3ͰݸਓऩೖͷதԝΛઆ໌มͱͯ͠ੳ͍ͯ͠Δɽϥϯμ

ϜޮՌͱͯ͠ɼมಈཁҼɾมಈ෯͓ΑͼݸਓΛઃఆ͍ͯ͠Δɽ

Model 1Ͱίϯτϩʔϧ܈Ͱ͋Δ 400ສԁ݅ʹൺͯɼ0-399ສԁ݅ɼ800-999ສԁ݅ɼ1500

ສԁҎ্ͷ݅ʹ͓͍ͯɼ300ສԁ݅ͱ 600ສԁ݅ͷ·͠͞ͷ͕ࠩখ͘͞ͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷ݁

Ռ·͠͞ͷࠩʹ͓͍ͯٯ UܕͷۂઢؔͷଘࡏΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ

Model 2ͰݸਓऩೖͷதԝΛɼModel 3ʹݸਓऩೖͷதԝ͓Αͼͦͷ 2Λઆ໌มͱͯ͠

ੳ͍ͯ͠ΔɽAICʹண͢ΔͱɼModel 2 AIC 30963.851Ͱ͋ΓɼModel 3ͷ AIC 30882.990

Ͱ͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼ2߲ͷ͋ΔModel 3ͷํ͕AICͷখ͘͞ɼΑΓΑ͍ϞσϧͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ

͞Ε͍ͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼ͜͜ͰModel ΔɽModel͢౼ݕ͍ͯͭʹ3 3Ͱݸਓऩೖͷதԝϙδ

ςΟϒͳޮՌΛ͍ࣔͯ͠ΔҰํͰɼ2߲͕ωΨςΟϒͳޮՌΛ͍ࣔͯ͠Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼڅ༩͕૿͑

Ε૿͑Δ΄ͲɼҰఆఔ·Ͱ·͠͞ͷ͕ࠩେ͖͘ͳΔͷͷɼͦͷఔΛ͑Δͱͦͷࠩ

͕খ͘͞ͳΔٯ Uܕͷؔʹ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ
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ɹ

ද 6: ·͠͞ͷࠩͷੳ
Model 1 Model 2 Model 3

(Intercept) 1.183 [0.991; 1.374]∗ 0.544 [0.351; 0.737]∗ 0.105 [−0.104; 0.313]
ਓऩೖݸ
0-199 ສԁ −0.909 [−1.050; −0.769]∗

200-399 ສԁ −0.503 [−0.638; −0.369]∗

400-599 ສԁ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
600-799 ສԁ −0.023 [−0.201; 0.156]
800-999 ສԁ −0.421 [−0.643; −0.200]∗

1000-1199 ສԁ −0.038 [−0.418; 0.343]
1200-1499 ສԁ −0.382 [−0.873; 0.109]
1500-1999 ສԁ −1.008 [−1.757; −0.259]∗

2000 ສԁҎ্ −0.880 [−1.627; −0.132]∗

ਓऩೖݸ 0.067 [0.049; 0.085]∗ 0.249 [0.209; 0.290]∗

ਓऩೖݸ 2  −0.014 [−0.017; −0.011]∗

ੑผ
உੑ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ঁੑ −0.209 [−0.316; −0.103]∗ −0.410 [−0.513; −0.307]∗ −0.237 [−0.343; −0.130]∗

ੈ
20  ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
30  0.209 [0.075; 0.344]∗ 0.266 [0.128; 0.404]∗ 0.222 [0.087; 0.358]∗

40  0.137 [−0.002; 0.276] 0.192 [0.050; 0.334]∗ 0.144 [0.004; 0.283]∗

50  0.118 [−0.028; 0.265] 0.104 [−0.046; 0.253] 0.100 [−0.046; 0.247]
60 Ҏ্ −0.035 [−0.184; 0.113] −0.043 [−0.196; 0.109] −0.038 [−0.187; 0.112]
Ҭ
ւಓํ 0.053 [−0.139; 0.244] 0.015 [−0.182; 0.211] 0.065 [−0.128; 0.258]
౦ํ 0.092 [−0.103; 0.288] 0.079 [−0.121; 0.280] 0.104 [−0.093; 0.300]
ؔ౦ํ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
த෦ํ 0.060 [−0.069; 0.189] 0.039 [−0.093; 0.171] 0.058 [−0.072; 0.187]
ํـۙ 0.054 [−0.059; 0.167] 0.020 [−0.096; 0.136] 0.049 [−0.064; 0.163]
தࠃํ 0.127 [−0.075; 0.328] 0.132 [−0.075; 0.338] 0.131 [−0.071; 0.334]
ํࠃ 0.191 [−0.081; 0.463] 0.128 [−0.152; 0.408] 0.172 [−0.102; 0.446]
भํ 0.033 [−0.143; 0.210] 0.003 [−0.178; 0.184] 0.036 [−0.141; 0.214]
݁ࠗ
ະࠗ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
ࠗط 0.064 [−0.064; 0.191] 0.023 [−0.107; 0.153] 0.038 [−0.090; 0.165]
Ͳͷ༗ແࢠ
Ͳͳ͠ࢠ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ ίϯτϩʔϧ
Ͳ͋Γࢠ −0.064 [−0.185; 0.056] −0.055 [−0.179; 0.069] −0.059 [−0.180; 0.062]

ϥϯμϜޮՌ
มಈཁҼ 0.000 0.000 0.000
มಈͷ༗ແ 0.000 0.000 0.000
ਓݸ 0.866 0.925 0.882
ࠩ 0.625 0.625 0.625
AIC 30851.909 30963.851 30882.990
Log Likelihood -15398.955 -15461.925 -15420.495
Num. obs. 11055 11055 11055
Groups (MID) 2211 2211 2211
Groups (Self Corp) 3 3 3
Groups (Variance) 2 2 2

[Lower CI; Upper CI], ∗ 0 outside the 95% confidence interval

4 ߟ

4.1 ݁Ռͷ֓ཁ

ຊڀݚΛ·ͱΊΔͱɼҎԼͷΑ͏ʹͳΔɽ࿑ಇؒͱऩೖʹ͍ͭͯɼڅ༩͕͕͋Ε·͕͠͞

վળ͢Δ͕ɼ࿑ಇ͕ؒ͘ͳΕͳΔ΄Ͳɼ·͕͢͠͞ݮΔɽͨͩ͠ɼڅ༩͕͕͋ͬͨͱͯ͠

ɼ࿑ಇ͕ؒ͘ͳΔͱͦͷ·͕͢͠͞ݮΔʹ͋Δɽ

ใु੍ͱऩೖʹ͍ͭͯɼऩ͕ 300ສԁͰ͋ͬͯ 600ສԁͰ͋ͬͯɼՌใु݅ʹൺͯ
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Ұఆڅ༩݅Λ·͘͜͠͏ࢥͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽͦͯ͠ɼऩ͕͍ΑΓ͍ߴ΄͏͕·͘͠

ࢥ͘͠·༩ͷมಈΛΑΓڅཁҼʹΑΔۀਓݸ༩ͷมಈΑΓɼڅཁҼʹΑΔۀۀاͱɼ͜͏ࢥ

͏͜ͱɼมಈ͕খ͍͜͞ͱΛΑΓ·͘͜͠͏ࢥͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ

࿑ಇͷ·͠͞ͷมԽʹ͍ͭͯɼ600ສԁ݅ʹ͓͚Δ·͠͞ͱɼ300ສԁ݅ʹ͓͚Δ·

͠͞ͷࠩΛԠมͱͯ͠ੳΛ͢Δͱɼݸਓऩೖ܈ʹ͓͚Δ·͕͍͠͞ҰํͰɼதݸਓऩ

ೖ܈ʹ͓͚Δ·͕͘͠͞ߴɼݸߴਓऩೖ܈ʹ͓͚Δ·͕͠͞Լ͕Δͱ͍͏ٯ Uܕͷ݁Ռ͕ಘΒ

Ε͍ͯΔɽ͜ͷ݁Ռɼݸਓऩೖ΄ͲऩͷվળΛ·͘͠͏ࢥͱ͍͏༧ͱဃͨ݁͠ՌͰ

͋ͬͨɽ

4.2 σΟεΧογϣϯ

ຊ͔ڀݚΒऩͱ࿑ಇؒͷؔʹ͍ͭͯɼڅ༩͕͕͋Ε࿑ಇͷ·͕͠͞վળ͢ΔҰํ

Ͱɼ࿑ಇ͕ؒͳ͕͚Ε͘ͳΔ΄Ͳɼ࿑ಇʹର͢Δ·͕͢͠͞ݮΔ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ

ͪΖΜɼগͳ͍࿑ಇؒͰߴऩೖΛಘΒΕΔ͜ͱ͕࠷·͍͕͠ɼ2016ࡏݱɼຊਓͷฏۉ

ऩ͕͓͓Αͦ 420ສԁͰ͋Δ ,੫ிࠃ) 2016)ɽ࿑ಇج४๏ʹఆΊΒΕͨج४࿑ಇؒΛྀ͢ߟΔͱɼ

ऩ 400ສԁ 40ؒ࿑ಇऩର࿑ಇؒͷݱͰͷج४ͷҰͭʹͳΓಘΔͱ͑ߟΒΕΔɽ͞Βʹɼ

ଟ༷ͳϫʔΫελΠϧͷՄੑΛྀ͢ߟΔͱɼऩ 200ສԁ 30ؒ࿑ಇ͓Αͼऩ 600ສԁ 50ؒ࿑

ಇऩ 400ສԁ 40ؒ࿑ಇͱಉ༷ͷ·͠͞Λ͓ࣔͯ͠Γɼ͜ΕΒͷऩɾ࿑ಇؒΛج४ͱͯ͠ɼ

ͦΕҎ্ʹաࠅͳ࿑ಇڥʹͳΒͳ͍Α͏ʹྀ͢ߟΔඞཁ͕͋Δɽ

ଓ͍ͯɼใु੍ͱऩೖͷؔݕ͍ͯͭʹ౼͢ΔɽୈҰʹɼҰఆใु੍ͱՌใु੍Λൺֱ͢

Δͱɼ300ສԁ݅Ͱ͋ͬͯɼ600ສԁ݅Ͱ͋ͬͯՌใुʹൺͯҰఆใुͷํ͕·͍͜͠

ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ͞ΒʹɼՌใु੍ʹண͢Δͱɼ300ສԁ݅ʹൺͯ 600ສԁ݅ͷํ͕

·͘͠ɼมಈ෯͕খ͍͞΄͏͕·͍͠ɽ͞ΒʹɼՌใु੍Ͱ͋ͬͯɼۀۀاʹ࿈ಈͨ͠څ

༩੍ΑΓɼݸਓۀʹ࿈ಈͨ͠څ༩੍ͷํ͕·͍͜͠ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɽ

Ұఆใु੍Λ·͘͠͏ࢥཁҼେ͖͚ͯ͘ೋͭ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽҰͭɼʮอݥʯͱͯ͠ͷ

ׂͰ͋Γɼ͏ҰͭɼެࡒڞήʔϜߏΛ༗͢Δ͜ͱʹΑΔͨͩͷΓͷӨڹͰ͋Δɽ͜͜Ͱ͍͏

ʮอݥʯͱɼࣗͷ҆ఆͨ͠ੜ׆Λอূ͞Ε͍ͯΔঢ়ଶͷ͜ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɽ͠ɼڅ༩͕҆ఆ͠

ͯอূ͞Ε͍ͯΔͷͰ͋Εɼੵۃతʹ৽ͨͳઓతͳϓϩδΣΫτͷઓ͕ՄʹͳΔͱ͑ߟΒ

ΕΔɽ͔͠͠ɼϓϩεϖΫτཧʢProspect Theoryʣͷࢦఠ͢ΔଛࣦճආੑʢLoss Aversionʣ9 ͷ؍

͔Βɼ͠ۀʹΑͬͯڅ༩͕มಈͯ͠͠·ͬͨΓɼ৬Λࣦ͏͕͋ੑݥةΔͷͰ͋ΕɼࣦഊʹΑΔ

ଛࣦΛճආ͢ΔͨΊʹɼੵۃతʹઓతͳϓϩδΣΫτʹΉ͜ͱ͘͠ͳΔͱ͑ߟΒΕΔɽ

ҰํɼެࡒڞήʔϜߏΛ༗͢Δ͜ͱʹΑΔͨͩͷΓͷӨڹͱɼेʹ͠ݙߩͳ͍ͷʹؔΘΒ

ͣɼࣗͷརӹͷ࠷େԽΛਤΔ͜ͱͰ͋Δɽڅ༩͕ҰఆͰ͋Δ͜ͱ͕طʹܾ·͍ͬͯΔͷͰ͋Εɼे
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ʹ࿑ಇʹै͠ࣄͳͯ͘څ༩ΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ࿑ಇʹରͯ͠खΛൈ͘͜ͱͰڅ༩ΛಘΒΕΔͷ

Ͱ͋ΕɼͦΕ֤ݸਓʹͱͬͯ·͍͠ঢ়گͰ͋Δʹҧ͍ͳ͍ɽ͜ͷঢ়گੵۃతͳ࿑ಇʹର͢Δ

༠Ҽ͕ଘ͠ࡏͳ͍ঢ়گͰ͋Γɼ࿑ಇҙཉ͕͢ݮΔՄੑ͕͋Δɽͨͩ͠ɼຊڀݚͷ݁ՌɼҰఆใु

ͷ՝Ͱ͋ΔɽޙࠓʹͰ͖ͳ͍ͨΊٴݴ͍ͯͭʹڹ࿑ಇҙཉʹରͯ͠༩͑ΔӨʹࡍ࣮͕

ใुͷมಈ෯ʹண͢Δͱɼ200ສԁ݅ʹൺͯ 100ສԁ݅ͷํ͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯ

Δɽ͜ΕҰఆใुͷํ͕·͍͜͠ͱΛྀ͢ߟΔͱɼগ͠Ͱมಈ෯͕খ͘͞ใु͕҆ఆ͍ͯ͠Δ

ํ͕·͍͜͠ͱΛҙຯ͍ͯ͠Δɽมಈ෯͕େ͖͍߹ͷํ͕มಈ෯͕খ͍͞߹ΑΓ͍ߴใुΛ

ಘΒΕΔՄੑ͕͋Δ໘ɼใु͕͘ͳΔՄੑଘ͍ͯ͠ࡏΔɽࣗͷใु͕͘ߴͳΔՄੑ͕

͋ΔʹݶΒͣɼগ͠Ͱมಈ෯͕খ͍͞΄͏͕·͘͠ࢥΘΕΔͱ͍͏݁Ռɼใु͕͘ߴͳΔՄ

ੑΑΓɼ͘ͳΔՄੑΛੵݟ͘ߴ͍ͬͯΔ͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠Δɽ͢ݴΕɼརӹΑΓଛ

ࣦΛੵݟ͘ߴ͍ͬͯΔ͜ͱʹͳΓɼϓϩεϖΫτཧʹ͓͚Δଛࣦճආੑ͕Ө͍ͯ͠ڹΔͱ͑ߟΒ

ΕΔ (Kahneman and Tversky, 1979))ɽ

ߟཧ༝ೋͭ͋Δͱ͏ࢥ͘͠·ਓཁҼΛݸཁҼΑΓۀا༩ͷมಈཁҼʹ͍ͭͯண͢Δͱɼڅ

͑ΒΕΔɽҰͭࣗͷ͜ͱࣗͰܾఆ͢Δ͜ͱΛΈɼܾࣗݾఆݖΛൃ͍ͨ͠شͱ͍͏ܾࣗݾఆ

ཉٻͰ͋Γɼ͏Ұͭɼࣗ৴աόΠΞε͓Αͼָੑ؍όΠΞεͷӨڹͰ͋Δɽࣗ৴աόΠΞε

ʢOverconfidence Biasʣͱɼ͕ࣗଞͷਓΑΓྗ͕͋Δͱ৴͡Δͷ͜ͱͰ͋Γ (Lichtenstein,

et. al, 1982)ɼָੑ؍όΠΞεʢOptimism Biasʣͱɼ͚ࣗͩେৎͩΖ͏ͱࠐ͍ࢥΉͷ͜ͱ

Ͱ͋Δ (Weinstein, 1980)ɽຊ͔ڀݚΒࣗࣗͷ͜ͱࣗͰܾΊ͍ͨͱ͍͏ܾࣗݾఆཉٻͰ͋Δ

ͷ͔ɼࣗ৴աόΠΞεָੑ؍όΠΞεʹΑΔͷ͔หผ͕ࠔͰ͋Δ͕ɼޙࠓਫ਼ࠪͯ͠ݕ౼

͢Δඞཁ͕͋Δɽ

·ͨɼҰఆใु੍ͱՌใु੍ͷൺֱͱಉ༷ʹɼมಈཁҼʹ͓͚ΔެࡒڞήʔϜߏͷ؍͔

Βݕ౼͢ΔͱɼݸਓมಈཁҼͰ֤ݸਓʹΠϯηϯςΟϒ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔͨΊʹެࡒڞήʔϜߏ

ଘ͍ͯ͠ࡏͳ͍ɽ͔͠͠ɼۀاมಈཁҼʹ͓͍ͯެࡒڞήʔϜߏΛ༗͍ͯ͠Δɽ͢ͳΘͪɼݸ

ਓ͕࿑ಇʹରͯ͠खൈ͖Λͯ͠ചΓ্͛Λ͋͛ͳ͔ͬͨͱͯ͠ɼͦͷݸਓҎ֎ͷ࿑ಇऀ͕ചΓ্͛

Λ͋͛Εɼݸਓͷऩೖվળ͢Δ͜ͱʹͳΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼۀاมಈཁҼͰͨͩͷΓΛ͢ΔΠϯ

ηϯςΟϒ͕ଘ͍ͯ͠ࡏΔͱ͑ߟΒΕΔɽ

ͦΕʹ͔͔ΘΒͣɼຊ͔ڀݚΒͨͨͷΓߏͷଘ͢ࡏΔۀۀا࿈ಈܕͷՌใु੍ΑΓɼ

ػͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͜ͷ݁ՌͨͩͷΓΛ͢Δಈ͜͏ࢥ͘͠·ͷՌใु੍Λܕ࿈ಈۀਓݸ

Ҏ্ʹɼܾࣗݾఆཉٻɼࣗ͘͠৴աόΠΞεָੑ؍όΠΞε͕͍͜ڧͱΛ͍ࣔͯ͠Δɽଞऀ

ͷՌʹࣗͷऩೖΛҕͶΔΑΓɼࣗͷՌΛධՁ͞ΕΔ͜ͱ͕࿑ಇऀʹͱͬͯ·͍͠ͷͩ

Ζ͏ɽ

ऩ݅ͱݸਓऩೖʹ͍ͭͯɼ300ສԁ݅ͱ 600ສԁ݅Ͱ 600ສԁ݅ͷํ͕·͍͕͠ɼ
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ͦͷ·͠͞ݸਓऩೖ܈Ͱ·͕͍͠͞ͱಉʹɼݸߴਓऩೖ܈·͕͍͠͞ٯ Uܕ

ͷۂઢؔʹ͋Δɽ͢ͳΘͪɼ300ສԁͷมԽͷΠϯύΫτࣾձࡁܦతཁҼʹΑΓҟͳΔ͜ͱ͕ࣔ͞

Ε͍ͯΔɽݸਓऩೖ܈ʹ͓͍ͯ·͠͞ͷΪϟοϓ͕খ͍͞ɽ͕ͨͬͯ͠ɼ300ສԁఔͷվળͰ

ಇͨ͘ΊͷΠϯηϯςΟϒͱͯ͠ෆेͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽଓ͍ͯɼதؒݸਓऩೖ܈

·͠͞ͷΪϟοϓ͕େ͖͔ͬͨɽ͕ͨͬͯ͠ɼগ͠Ͱଟ͍څ༩͕·͍͜͠ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽݸߴ

ਓऩೖ܈ʹ͓͍ͯ·͠͞ͷΪϟοϓ͕খ͍͜͞ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ300ສԁఔͷվળͰಇͨ͘

ΊͷΠϯηϯςΟϒͱͯ͠ෆेͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɽ

͜͜ͰʹͳΔͷɼݸਓऩೖ܈Ͱ͋Δɽ͜ͷ݁Ռɼݸਓऩೖ܈͋͑ͯʮಇ͔ͳ͍ʯͱ͍

͏બΛ͍ͯ͠ΔՄੑ͕͋Δɽ͢ͳΘͪɼݸਓऩೖ܈ͷʮ࿑ಇͷ·͠͞ʯΛվળ͢Δʹ 300ສ

ԁఔͰෆेͰ͋Γɼݸਓऩೖ܈Λಇ͔ͤΔͨΊʹࣾձʹΑΓେ͖ͳίετ͕͔͔Δ͜ͱ͕

ࣔ͞Ε͍ͯΔɽಇ͔ͤΔͨΊʹ͔͔Δίετͱಇ͔ͤͨ͜ͱ͔ΒಘΒΕΔརӹͷτϨʔυΦϑΛྀߟ

͢ΔͱɼίετʼϕωϑΟοτʹͳΔՄੑ͕͘ߴͳΔ͜ͱ͕͑ߟΒΕΔɽ͜ͷΑ͏ʹ͑ߟΔͱɼʮಇ͖

ΞϦͷ๏ଇʯͷΑ͏ʹɼΞϦͷࣾձͷΈͳΒͣਓؒͷࣾձʹ͓͍ͯɼҰఆఔͷʮಇ͔ͳ͍ਓʯ͕

ੜ·Εͯ͠·͏͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ 10ɽҰํɼதؒݸਓऩೖͷऩΛ্͛Δ͜ͱ͕ࣾձશମͷຬ

ͷվળͭͳ͕ΔՄੑ͕͋Δɽ

͞Βʹɼࣾձશମͷʮެฏੑʯ͔Β͑ߟΔͱɼ֤ݸਓ͕࿑ಇʹै͢ࣄΔ͜ͱ·͍͠ͷͰ͋Δɽ

ҰํͰɼࣾձશମͷʮརӹʯ͔Β͑ߟΔͱࣾձͷߏһͨΔ֤ݸਓ͕࿑ಇʹै͢ࣄΔ͜ͱʹΑͬͯɼࣾ

ձશମͷຬ͕վળ͠ͳ͍Մੑ͕͋Δɽ͋͑ͯಇ͔ͳ͍ͱ͍͏બΛ͍ͯ͠Δݸਓʹରͯ͠࿑ಇ

Λ͍ڧΔ͜ͱܾͯ͠·͍͠ͷͰͳ͍ͷ͔͠Εͳ͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼ͋͑ͯಇ͔ͳ͍͜ͱΛબ

͍ͯ͠Δਓʹରͯ͠ɼ࿑ಇΛ͍ڧΔ͜ͱ͕·͍͠ͷ͔Ͳ͏͔͕ٞඞཁͱͳΔՄੑ͕͋Δɽ

ͷ՝ͱͯ͠ɼҎԼͷޙࠓ 4͕͋͛ΒΕΔɽ

ୈҰʹɼࣾձอোɾްੜ੍ʹྀ͍ͭͯߟରͱ͍ͯ͠ͳ͍ɽ͔͠͠ɼ࿑ಇऀʹͱͬͯࣾձอোɾ

ްੜ੍ඇৗʹॏཁͳͷͰ͋Γɼ࿑ಇͷ·͠͞Λࠨӈ͠ಘΔͷͰ͋ΔҰํͰɼຊڀݚʹ͓͍

ͯ͜ͷʹ͍ͭͯௐࠪΛͰ͖͍ͯͳ͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼࣾձอো੍ɾްੜ੍͕ͲͷΑ͏ͳӨڹΛ༩

͑Δ͔ʹ͍ͭͯɼेʹݕ౼Λ͢Δඞཁ͕͋Δɽ

ୈೋʹɼऩೖ݅ʹ͍ͭͯɼΑΓਫ਼៛ͳൺֱ͕ඞཁͰ͋Δɽ࿑ಇؒͱڅ༩ʹ͍ͭͯ 200ສԁ

݅ɼ400ສԁ݅ɼ600ສԁ݅ͷͦΕͧΕʹ͍ͭͯ 30ؒɼ40ؒɼ50ؒ݅Λௐ͍ࠪͯ͠Δɽ

ҰํɼҰఆใुͱՌใुʹ͍ͭͯ 300ສԁ݅ͱ 600ສԁ݅ɼมಈ෯ʹ͍ͭͯ 100ສԁ݅

ͱ 200ສԁ݅ɼ͞Βʹڅ༩มಈཁҼͱͯ͠ۀاཁҼͱݸਓཁҼʹணͯ͠ௐࠪΛ࣮ͨ͠ࢪɽ͔͠

͠ɼΑΓ͔͘ࡉऩͷӨڹΛྀ͠ߟɼ͔ͦ͘ࡉͷมԽΛ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕͋Δͱ͑ߟΒΕΔɽ͞Β

ʹɼຊڀݚͰଟ͘ͷۀاͰಋೖ͞Ε͍ͯΔݸਓཁҼͱۀاཁҼͷΈ߹Θͤʹର͢Δ·͠͞ʹͭ

͍ͯௐ͕ࠪͰ͖͍ͯͳ͍ɽ͕ͨͬͯ͠ɼ͜ΕΒͷʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͢Δඞཁ͕͋ΔͰ͋Ζ͏ɽ
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ୈʹɼຊڀݚʹ͓͍ͯ͋͘·Ͱओ؍తࢦඪʹணͨ͠ͷͰ͋ΔɽͦͷͨΊʹɼՌใु

݅ԼҰఆใु݅ԼͰߦΘΕΔࣄʹΑΔΞτϓοτͷ࣭ྔʹணͨ͠ڀݚͰͳ͍ɽ͜ͷ

ʹ͍ͭͯա͞ٴݴ͔͍ͭ͘ʹڈΕ͍ͯΔ (େಎ, 2006; Ariely et.al, 2009)ɽຊʹՌใु͕ಋೖ͞Ε

ͯҰఆఔͷࠓ͕ͨͬͨؒظɼվΊͯՌใुͷޭސ͍ͯͭʹࡑΈΔඞཁ͕͋Δ͔͠Εͳ͍ɽͦͷ

ͨΊʹɼਓؒͷߦಈͷมԽΛ໌Β͔ʹ͢ΔҰͭͷࢦඪͱͯ͠ɼࡁܦήʔϜ࣮ݧͳͲΛ༻͍Δͷ༗༻

Ͱ͋Ζ͏ɽֶࡁܦʹ͓͚ΔήʔϜ࣮ڀݚݧʹ͓͍ͯɼՁ༠ൃཧʹ͍ͯͮجՌใु੍ԼͰ࣮

ଇͰ͋ΔݪΔ͜ͱ͕͢ࢪ (Smith, 1976)ɽ͔͠͠ͳ͕Βɼຊڀݚͷ؍Λ౿·͑Δͱͦͷใु੍͕ߦ

ಈʹରͯ͠༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯਫ਼ࠪ͢Δඞཁ͕͋Δɽྫ͑ɼޙ౻ (2015a)܁Γฦ͠ެࡒڞήʔϜ

͓ΑͼಉήʔϜΛվมͨ͠ΧλετϩϑήʔϜʹؔ͢Δ࣮ڀݚݧʹ͓͍ͯɼҰఆใुͷํ͕Ռใु

ΑΓߦྗڠಈΛଅਐ͢Δ͕ɼແใुͰ͋Δͱߦಈ͕౷੍͞Εͳ͍͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɽ͜ͷΑ͏ʹɼ

ใु੍ʹΑͬͯଞऀʹର͢ΔߦಈੜੑͳͲ͕มԽ͢ΔՄੑ͕͋Δɽ͕ͨͬͯ͠ɼެࡒڞήʔ

ϜͳͲͷࡁܦήʔϜ࣮ݧΛใु੍Λઃ্ͨ͠ܭͰ࣮͢ࢪΔ͜ͱʹΑͬͯɼใु੍ʹΑΔߦࡁܦಈ

ͷࠩҟΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͑ߟΒΕΔɽ

ୈʹɼ·͠͞ͱ࿑ಇͷੜੑͷหผ͕ඞཁͰ͋Δɽ֤ݸਓ͕·͍͠ͱ͏ࢥ࿑ಇମܥɾใु੍

ԼͰͷ࿑ಇΛر͢Δͷؒҧ͍ͳ͍ɽҰํͰɼͦͷΑ͏ͳ࿑ಇ͕ݸਓɾࣾձͷɾੜੑʹͱͬ

ͯΑ͍ͷͰ͋ΔͱݶΒͳ͍ɽྫ͑ɼݸਓͱͯ͠ҰఆใुΛΜͰ͍ͳ͕Βɼ࣮ࡍʹՌ

ใुʹΑͬͯेͳۀΛ্͛Δ͜ͱ͑ߟΒΕΔͨΊɼݸਓͷرͱ࣮ࡍͷ݁Ռ͕Ұக͠ͳ͍͜ͱ

͋ΓಘΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼओ؍తࢦඪ͋͘·Ͱ҆Ͱ͋ΓɼेʹҙΛ͍ͳ͕Βݕ౼͍ͯ͘͠

ඞཁ͕͋Δɽ

ओ؍తࢦඪʹΑΔධՁͱ࿑ಇͷੜੑͷหผΛ࣮ݱͷ࿑ಇࢢͷҰͭͰ҆Ձʹɼ͔ͭ෯͍ਓʑΛ

ରͱ࣮ͯ͠ݧΛల։͢ΔͨΊͷҰྫͱͯ͠ɼΫϥυιʔγϯάαʔϏεΛར༻ͨ͠ϑΟʔϧυ࣮

ΒΕΔɽΫϥυιʔγϯάαʔϏεͱɼෆಛఆଟͷਓʑʹରͯ͠ɼओʹΠϯλʔ͑ߟ͕ࢪͷ࣮ݧ

ωοτΛ௨ͯ͡࿑ಇΛґཔ͢ΔγεςϜͰ͋ΔɽใࣾձͷதͰੜ·Ε͖ͯͨ৽ͨͳޏ༻γεςϜͰ

͋Γɼ҆Ձʹ࿑ಇΛґཔ͕ՄͰ͋Δ 11

ຊڀݚͰ͋͘·Ͱओ؍తࢦඪʹΑΔධՁ͔࣮͠ࢪͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨɽ͔͠͠ͳ͕ΒɼΫϥυ

ιʔγϯάΛ༻͍ͨϑΟʔϧυ࣮ݧΛ࣮͢ࢪΔ͜ͱͰΑΓଟ͘ͷਓʑͷߦಈΛ໌Β͔ʹͰ͖Δɽྫ͑

ɼ࠷ॳʹՌใु͓ΑͼҰఆใुʹର͢Δ·͠͞ΛਘͶ্ͨͰɼ࣮ࡍʹ࿑ಇλεΫΛ՝͢͜ͱͰɼ

Ռใु੍͓ΑͼҰఆใु੍ʹର͢Δओ؍తࢦඪʹΑΔධՁͱ࿑ಇͷੜੑͷؔʹ͍ͭͯݕ

౼͕ՄͰ͋Ζ͏ɽ

࿑ಇਓͷੜ׆ʹେ͖ؔ͘ΘΔͷͰ͋Δɽ࿑ಇؒͱڅ༩ͷؔɼݸਓͷੜ׆ͷ͋Γํʹେ͖

͘ӨڹΛ༩͑Δʹҧ͍ͳ͍ɽ·ͨɼใु੍ͷ͋Γํݸਓͷੜ׆ͷ͋ΓํͷΈͳΒͣɼৗͷߦಈ

ੑ֨ʹ·ͰӨڹΛٴ΅͠ಘΔͷͰ͋ΔɽͲͷΑ͏ͳใु੍͕ਓؒʹͱͬͯ·͍͠ͷ͔ɼࠓ
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ඞཁͱͳΔͰ͋Ζ͏ɽ͕౼ݕͷΑΓਫ਼៛ͳޙ
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要	 旨 
山梨英和中学校・高等学校では、グローバル人材の育成を目的とした教育実践「Global Studies 

(GS)」と、科学技術人材育成を目的とした教育実践「Super Science High School (SSH)」を実施し
ている。これらの教育実践の中のひとつに、課題研究（研究活動）が存在する。よりよい教育実践を

行うためには、研究活動を行わせるのみならず、どのような能力を伸ばしたいのか明確にし、想定通

りの教育効果が得られたのか検証するという視点が重要である。本論文では、この点に鑑みた評価項

目を設定し、生徒らが実施した課題研究の中間発表と最終発表時にルーブリック評価を行った結果に

ついて報告する。 

 
キーワード：教育評価、ルーブリック評価、Global Studies、Super Science High School 

 

1.	 はじめに  

我が国では、中等教育機関におけるグローバル人材と科学技術人材の育成に注力した教育政策が行

われている（例えば、Super Global High School (SGH) [1]、Super Science High School (SSH) [2]

など）。このような背景の中、山梨英和中学校・高等学校においても、グローバル人材育成として Global 

Studies (GS) と命名された教育実践が遂行されており、また、科学技術人材育成の教育拠点として

SSH指定校に指定されている。 

当該校で実施される GS および SSH の教育実践では、他者の意見に耳を傾けることや世の中に存

在する問題を認識することができる能力（つながる力、校訓: 敬神）、他者にわかりやすく意見を伝え

ることができる能力（伝える力、校訓: 愛人）、自ら問題を解決することができる能力（みずから学ぶ

力、校訓: 自修）、上記 3つの力を備えたグローバル人材・科学技術人材の育成を目標としている。こ

れまでの調査により、GSおよび SSHの教育実践を受講した生徒は、つながる力、伝える力、みずか

ら学ぶ力に対する重要性の認識が向上し、それらの力を身につける努力が増加する可能性が示唆され

ている[3][4][5]。一方、3つの力が取得できたか否かという能力面の評価に関しては、十分に行われて
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いなかった。そのため本研究では、GSおよび SSHの教育実践で実施される課題研究（研究活動）に

着目して、この 3つの力に対する能力を測定するルーブリック評価項目を作成する。さらに、各項目

を自己評価および他者評価により測定することで、GSおよび SSHの教育実践が生徒の能力面にもた

らす効果の検証を行う。 

 

2.	 GS/SSH における課題研究  

GSおよび SSHの教育実践での取り組みは多岐にわたるが、ここでは特に本稿で関連する課題研究

（研究活動）を扱っている「Global Studies I, II」と「SSH I, II」について触れる。なお、GSおよ

び SSHの教育実践の全体像は [3][4][5] に詳しく掲載されている。 

2015年度における GSの教育実践では、地元である山梨・甲府・愛宕町をモデルに環境や母子健康

などの観点から持続可能で住みやすい街づくりについて考える探求学習を実施することで、課題発見

力や問題解決力の涵養、科学的な思考方法を身につけることが目的とされた。高校 1年生の英語強化

クラスにて「Global Studies I」（1単位）を、高校 2年生の英語強化クラス（以下 GSクラスと呼ぶ）

を対象に「Global Studies II」（1単位）を開講した。Global Studies Iでは、主に、批判的思考力や

論理的思考力を養い、科学的な文章を読み書きする技術を身につけている。これらの知識と経験に基

づき「Global Studies II」では、問いを立て、フィールドワークを含めて探求し、アイディアを提言

するまでを目標とした研究調査活動を主軸としている。具体的には、環境や母子健康などに配慮した

住みやすい街づくりテーマに、地域社会に貢献すると同時に、発展途上国支援にもつなげる方法の検

討などをおこなっている。「Global Studies II」の概要は次に述べるとおりである。2015年度は、研

究活動のイメージを持つために、講師を招き「やまなしエコライフ県民運動」「モンゴルの環境問題と

環境教育について」をテーマにミニ講演会を実施した。その後、探求学習により先行研究などの情報

収集をおこない、マインドマップなどを利用して、各自の研究調査のテーマを決めた。表 1の上部に

2015年度に生徒自らが挙げた研究のテーマ、および、それぞれの研究テーマに参加した生徒数を示す。

その後、テーマごとのメンバーで研究調査計画を作成し、それに基づき夏期休暇を利用したフィール

ドワークを実施することで得られた成果をポスターにまとめ、2015年 9月に中間発表をおこなった。

中間発表での議論、コメントや評価を基に、再度研究調査の計画や内容を見直し、2016 年 3 月に英

語でおこなわれる最終発表に備えるという流れであった。なお、より詳細な「Global Studies I, II」

の教育実践については[3][5]に記載されている。 

2015年度における SSHの教育実践では、他者と協力しながら世界に蔓延する多様な問題を認識し

（つながる力）、語学力や ICTの活用力を発揮することで他者に自分の意見を適切に発信でき（伝える

力）、批判的に物事を捉え自主的に学ぶことのできる能力（みずから学ぶ力）を持つ、国際的な環境問

題の解決を目指すことのできる環境科学者に対する志望意欲の育成が目的とされた。このため、高校
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1 年生の理数強化クラスでは「SSH I」（1 単位）を、高校 2 年生の理数強化クラス（以下 SSH クラ

スと呼ぶ）では「SSH II」（2単位）を開講している。「SSH I」では、研究テーマの決定、仮説の設

定、実験計画の作成、実験の実施、仮説の検証、研究成果の公表（ポスター）という一連の研究プロ

セスを、1年間を通して実施している。さらに、「SSH II」では「SSH I」での研究活動をより深いも

のにするために、「SSH I」のテーマを継続して研究活動をおこなっている。表 1の下部に 2015年度

に「SSH II」において生徒がおこなった研究のテーマ、および、それぞれの研究テーマに参加した生

徒数を示す。「SSH I」および「SSH II」共に、2015年 8月に中間発表を、2016年 3月に最終発表

を実施した。なお、より詳細な「SSHI, II」の教育実践については[4][5]に記載されている。 

GSおよび SSHともに、研究活動は各授業時間以外の休み時間や放課後などにも時間が割かれてい

た。また、1 年間の最後に研究活動に対する反省会を行い、自らの活動に対する内省を行う機会を設

け、来年度の研究活動をより良いものにするように努めた。 

 

3.	 ルーブリック評価項目の作成  

高等教育機関の卒業研究で行われているルーブリック評価項目[6][7]を参考にしながら、環境科学な

いしはグローバル人材の育成に対する評価項目と適合するようにルーブリック評価項目を決定した。

構築したルーブリック評価シートを表 2に示す。これは、文献調査、目的、研究手法、分析、協調性、

口頭説明、公表資料作成の 7項目により構成されている。それぞれの項目について、まったく達成で

きていない場合には 1、達成できていない場合には 2、達成できている場合には 3、とても達成できて

表 1. 研究テーマ（いずれも高校 2年生） 

クラス テーマ 人数 

GS 

Teenage girls tackle female empowerment 6 
Making A Livable City Based On Maternal and Child Health 5 
SHARE A SMILE & CHANGE THE WORLD 4 
Improving Separation of Garbage based on “FUN THEORY” 6 
Card Game for Fun and Environmental Education 2 
Development of Bhutan Guide Book – To Support a Tourism-based Economy 3 

SSH 

クズ（葛）の繊維の有効利用 2 
糠が餅に与える影響 3 
麹菌の特性に関する比較 3 
Unicritical多項式の Julia集合の形状についての研究 1 
ヒドラを用いた生態毒性試験 4 
生物を利用した水質浄化 3 
ハーブと土壌動物 1 
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いる場合には 4とする評価基準を設定した。表 2に示したルーブリック評価項目は、自己評価と他者

評価による 2つの側面から評価を行うように設計されている。 

ルーブリック評価項目と 3 つの力の対応関係は次に述べるとおりである。「文献調査」は、自ら調

査を行い世界に存在する問題を認識する必要があるため「つながる力」と「みずから学ぶ力」を表現

表 2. 構築したルーブリック項目 

ID 項目 
評価基準 

1（悪い） 2 3 4（良い） 

1 文献 
調査 

先行研究の調査を行
えていない。 

先行研究の調査が行わ
れているが、研究との
関連が薄い。 

関連の強い先行研究を
調べられている。 

関連の強い先行研究の
調査から、自分の研究
の位置づけが明確に主
張できている。 

2 目的 

研究目的として、検
証する仮説が設定さ
れていない。 

研究目的として、検証
する仮説が設定されて
いるが、あいまいであ
る。 
例）Aと Bの関係を調
べる。 
A の効果を調べる。な
ど 

研究目的として、検証
する仮説が明確に設定
されている。 
例）「A よりも B のほ
うが Cの効果が高い」
という仮説を検証す
る。など 

研究目的として、検証
する仮説が明確に設定
されており、社会的、
あるいは、該当分野に
おいて意義の深いもの
である。 

3 研究 
手法 

研究の手順が示され
ておらず、無計画に
研究を遂行してい
る。 

研究の手順が示されて
いるが、設定された目
的と繋がらない。 

設定された目的を達成
するために必要な研究
の手順が示されてい
る。 

設定された目的を達成
するために必要な研究
の手順が時系列的に示
されている。 

4 分析 

実験/調査/フィール
ドワークから得られ
た結果を示すだけに
留まり、考察が行わ
れていない。 

実験/調査/フィールド
ワークから得られた結
果から考察を行ってい
るが、仮説の検証とは
あまり関係が無い。 

実験/調査/フィールド
ワークなどから得られ
た結果を考察し、仮説
の真偽を主張している
が、論旨の展開に飛躍
が残る。 

実験/調査/フィールド
ワークなどから得られ
た結果を考察し、仮説
の真偽を主張してお
り、その信頼性も高い。 

5 協調
性 

なにもやっておらず
他の人に任せっきり
な人がいる。 

役割が決まっておら
ず、各々ばらばらに活
動している。 

チームとして役割が決
まっており、活動して
いるが、あまり連携が
行われていない。 

チームとして役割が決
まっており、連携し合
いながら活動してい
る。 

6 口頭 
説明 

１つ１つの説明にス
トーリー性がなく、
何のために何をやっ
たのかわからない。 

何をやったかは理解で
きるが１つ１つの説明
にストーリー性がな
く、何のためにやった
のかがわからない。 

1 つ 1 つの説明にスト
ーリー性があり、何の
ために何をやったのか
理解できるが、質疑に
うまく対応できていな
い。 

1 つ 1 つの説明にスト
ーリー性があり、何の
ために何をやったのか
理解でき、質疑にうま
く対応できている。 

7 公表 
資料 

作成された資料は文
章が多く、相手に伝
える努力が行われて
いない。 

文章だけではなく、図
表を用いて視覚的に伝
える努力をしている
が、意味のない図表が
多い。 

意味のある図表と文章
から、相手に伝える努
力が行われている。 

意味のある図表と文章
から、研究内容の理解
が容易な資料が作成さ
れている。 

備考: 青字は SSHクラス、赤字は GSクラスに配布したルーブリック。黒字は両クラス共通。 
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する能力に相当する。「目的」は、世界に存在するどのような問題を解決しようとするのか、研究とし

て解決可能な形に変換する作業であるため「つながる力」に相当する。「研究手法」「分析」は自ら目

的を達成するために必要な手続きを考え、遂行する作業であるため「みずから学ぶ力」に相当する。

「協調性」は、同グループ内でどの程度協働作業を行えるかを表すため「つながる力」に相当する。

「口頭説明」「公表資料作成」は研究の聴講者に説明を行う能力を指すため「伝える力」に相当する。 

 

4.	 調査  

4.1 調査目的と実施概要  

  2 章で述べたように、山梨英和中学校・高等学校では学内発表という形で研究活動の中間発表・最

終発表を実施している。それぞれの発表時のルーブリック評価を行うことを目的に、調査を実施した。

GS の中間発表については 2015 年 9 月、最終発表については 2016 年 3 月に、SSH の中間発表につ

いては 2015 年 8 月、最終発表については 2016 年 3 月にそれぞれ実施された。各発表では、高校 2

年生の英語強化クラス（GS クラス）、および、高校 2 年生の理数強化クラス（SSH クラス）によっ

て実施された研究活動（表 1 のテーマ）のポスター発表が行われている。ポスター発表直後、GS ク

ラス、および、SSHクラスに所属する生徒らに対し、表 2に定めるルーブリック評価（自己評価）を

行わせた。同様に、ポスター発表を聴講した評価委員に対し、ルーブリック評価（他者評価）を行わ

せた。GSクラスの評価委員は学内教職員（4名）、SSHクラスの評価委員は学識経験者（4名）によ

り構成され、中間および最終発表で同一である。 

 

4.2 結果と考察  

はじめに、各評価項目について、各グループの平均値を計算することで、各グループの評価結果を

算出した。全 7項目を総合的に評価するため、これらの平均値を「研究能力」として定義し、算出し

た。次に、全グループの平均値を計算することで、GS/SSHクラス全体のルーブリック評価結果を算

出した。その後、中間発表と最終発表時の増減量を計算するとともに、t検定を実施した。なお、「協

調性」については、1人で遂行している研究グループの評価の回答値を除外して分析を行っている。 

上記処理によって得られた結果を表 3 に示す。GS クラスについては、中間発表時には 2 点台の項

目が多く、それらの平均値である研究能力も 2点台に留まっている。しかし、最終発表時は 3点台の

項目が多くなり、研究能力も 3点台まで増加したことを確認できる。また、自己評価は全項目が有意

に増加していることを確認できる。他者評価についても文献調査を除く項目について、同様の傾向が

みられる。これらの結果は、半年間の研究活動によってもたらされたものであるため、その教育実践

の有効性を示している。ただし、文献調査については他者評価による達成度が変動していないことか

ら、同様の問題解決に取り組む研究者たちがどのような活動を行っているのか、調べ切れていない可
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能性が示唆された。特に、文献調査の自己評価は有意に向上しているため、先行研究を調べ切れてい

ないことに気づいていない可能性もある。自身が抱える問題に気付かなければ、改善を模索すること

ができないため、気づきの誘発なども必要だと考えられる。 

SSHクラスについても、中間発表時には 2点台の項目が多く、それらの平均値である研究能力も 2

点台に留まっている。しかし、最終発表時は 3点台の項目が多くなり、研究能力も 3点台まで増加し

たことを確認できる。このうち、目的設定と分析については、自己評価と他者評価ともに有意に向上

表 3. GS/SSHクラスのルーブリック評価結果と変動 

測定要因 GSクラス 

（2年 1組） 

SSHクラス 

（2年 4組） 

大分類 小分類 
中間 

2015/9 

最終 

2016/3 
増減 

中間 

2015/8 

最終 

2016/3 
増減 

能
力

自
己
評
価

 

文献調査 2.08 2.85 +0.78** 2.51 2.33 -0.18 

目的設定 2.43 2.95 +0.53** 2.29 3.07 +0.78* 

研究手法 2.92 3.47 +0.55** 2.89 3.13 +0.24 

分析 2.20 3.16 +0.96*** 2.24 3.10 +0.86** 

協調性 3.49 3.91 +0.43** 3.53 3.30 -0.23* 

口頭説明 3.20 3.82 +0.62** 3.25 3.28 +0.03 

資料作成 3.39 3.84 +0.45*** 2.93 3.25 +0.32* 

研究能力（上記項目の平均） 2.82 3.43 +0.61*** 2.78 3.08 +0.30 

能
力

他
者
評
価

 

文献調査 1.79 1.61 -0.18 2.42 2.79 +0.37 

目的設定 2.46 3.42 +0.96*** 2.54 2.96 +0.42* 

研究手法 2.33 3.51 +1.18*** 2.63 2.93 +0.30 

分析 2.15 3.25 +1.10*** 2.50 3.25 +0.75** 

協調性 3.21 3.79 +0.58*** 3.50 3.60 +0.10 

口頭説明 3.00 3.75 +0.75*** 2.96 3.44 +0.48** 

資料作成 2.93 3.63 +0.69** 2.88 3.04 +0.16 

研究能力（上記項目の平均） 2.55 3.36 +0.81*** 2.74 3.13 +0.38* 
備考 1: 中間と最終の間で有意差が生じていたものについては *: p<.10、**: p<.05、***: p<.01 を記載。 
備考 2: 最大値は 4、最小値は 1。 
備考 3: 協調性については、1名の研究グループは除外して統計処理をかけた。 
備考 4: 自己評価については、各グループの平均を算出し、その後、全グループの平均を算出している。 
備考 5: 他者評価については、各グループの評価委員の平均を算出し、その後、全グループの平均を算出している。 
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しているため、実際にその達成度が高まり、生徒自身もその向上を感じ取れていると考えられる。そ

の他、口頭説明の他者評価、資料作成の自己評価がそれぞれ有意に向上している。これらの結果は、

半年間の研究活動によってもたらされたものであることから、その教育実践の有効性を示している。

ただし、有意な向上が確認できない項目もあるため、今後はそれらの達成度を高めるために行うべき

教育は何か、検討することが必要である。なお、協調性の自己評価は有意に減少しているが、中間・

最終発表ともに 3点台であるため、十分に協調して活動を行えていると考えられる。 

以上の議論を総括すると、3 つの力と対応付くルーブリック評価項目が高いないしは有意に上昇し

ている項目が多いため、つながる力、伝える力、みずから学ぶ力が適切に取得できていると考えられ

る。一方で、文献調査が低く有意に上昇していないという課題も存在するため、今後はその点をどの

ように高めるか、考える必要がある。 

 

5.	 おわりに  

本稿では、山梨英和中学校・高等学校で実施される GS および SSH で取り組まれた課題研究（研

究活動）のルーブリック評価について報告した。ルーブリック評価項目については、当該校の校訓に

よって定められた 3つの力（つながる力・伝える力・みずから学ぶ力）と対応付く形の 7項目（文献

調査、目的、研究手法、分析、協調性、口頭説明、公表資料作成）を設定した（表 2）。GSクラスと

SSHクラス（いずれも高校 2年生）が遂行した課題研究の中間発表、最終発表時にルーブリック評価

を実施した結果、文献調査を除く項目について、評価値が高いないしは有意に増加している傾向が認

められた。そのため、当該校で実施される教育実践は、3 つの力と対応付く能力を向上させる効果が

あると考えられる。 

今後は、文献調査など有意に向上していない評価項目をどのように高めるか、検討する必要がある

と考えられる。また、ルーブリック評価だけではなくそれとは相補的な面で評価する評価方法の導入

を検討したい。さらには、課題研究だけではなく GS および SSH の取り組みの中で取り組まれてい

る教育実践についての評価方法も考え導入していく必要がある。 
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校訓「愛人」の実践としての学生支援 

－終末期医療における牧会的配慮の視点から－ 
 

“Love for Others”, our School Motto, in Praxis of Student Support; 
From the Perspective of Pastoral Care for Terminal Patients 

 
大久保 絹 

Kinu Okubo 
 
要 旨 
	  
	 本稿では、まず筆者が同志社大学大学院神学研究科に提出した修士論文『ホスピスにおける魂のケ

ア』を再考し、そこから現在筆者が関わっている山梨英和大学での学生支援の基礎的原理を考える。

次に、山梨英和大学のチャペルセンターに集う学生たちがキャンパス内外で行った様々な活動を紹介

し、そうした活動に学生たちと共に関わってきた筆者の「魂のケア＝牧会的配慮＝パストラル・ケア」

の可能性を探る。そして、その過程で浮上した問い－すなわち、校訓「愛人」＝「キリスト教的スピ

リットに基づいた隣人愛の行為」とそのアイデンティティーはどこにあるのか－について、聖書を参

看しながら考察する。このことにより、チャペルセンターの活動において、関わるひとりひとりが隣

人愛のスピリットを携え、すべての業に謙虚に関わることができるような助けを模索したい。 

 

	 	 キーワード：牧会的配慮	 学生諸活動	 スピリチュアリティー  愛人（＝隣人愛） 

 

Ⅰ．はじめに 

 

  筆者は、『山梨英和大学紀要』第 14 号（2015 年 3 月刊）に収載された「山梨英和の建学精神と新

海祐六の信仰：『自修』を手掛かりに」において、新海祐六の生い立ちに沿い、特に同志社での学びに

注目しながら、本学院に特徴的な校訓である「自修」の成り立ちについて考察を試みた(1)。 

	 新海祐六とは、山梨英和女学校の初代校主・新海栄太郎の弟であり、第二代目校主として働いた本

学草創期の重要人物のひとりである。祐六は 14 歳から同志社で学び、校祖である新島襄をはじめ同

志社初期の師友との交わりの中で会衆派主義(2)の精神と生き方に触れ、明治 22年（1889）、クリスチ

ャンとなった。彼は、意識しないままに、それゆえに彼の精神と生き方の深い部分で、会衆派の影響

を強く受け、そのことが、のちに山梨英和女学校と関わる中で、本学院の校訓の一つである「自修」

という言葉に結実していくことになったのではないかという仮説を述べた。山梨英和の校訓は、全部
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で三つであるが、残りの二つは「敬神」、「愛人」である。本論文において、学生支援と「魂のケア＝

牧会的配慮＝パストラル・ケア」の関わりから「愛人」について考察し、隣人愛について理解を深め

たい。 

	 筆者は、2002 年 3 月、同志社大学大学院神学研究科に博士課程（前期）修士論文『ホスピスにお

ける魂のケア』を提出した。この論文では、終末期医療（ホスピス）における牧会的配慮と牧会者に

ついて考察し、個々の魂に寄り添った援助をすることは牧会者にとって神から与えられている使命だ

と論じた。 

	 修士論文執筆から 10余年後、2012年 2月から本学におけるキリスト教教育やキャンパス内外での

活動を通し、多くの学生たちと関わってきた。またその関わりの中で、これからどう生きていくかに

ついて悩み、自分らしい人生の道は何かを問い、求め、探る学生ひとりひとりに寄り添い、語り合い、

活動をともにすることは牧会者に与えられた使命だと感じていた。ともに携わる活動を通して、修士

論文で考察した終末期医療（ホスピス）における牧会援助と多くの点で重なり合うのではないかとい

う思いを抱いていた。 

	 学生が大学で過ごす時間は、おおむね 4 年であり、卒業後にも関わりが続く学生もいるとはいえ、

筆者と学生たちとの関係はいわば「期間限定」である。その限られた時間のなかで、学生生活のみな

らず、その後の人生をよりよく生きることに少しでも役に立つようにと希求しながら、援助のあり方

を模索している。学生時代は、その人生において「自立」への準備期ともいえる貴重な時間である。

しかし、同時にその期間は必ずしも平坦で安全なものであるとは限らない。様々な挫折の中で、生き

ている意味、自己の価値の喪失や人生に希望を見出せなくなるという経験をするのもこの時期の特徴

といえよう。そういう観点からみれば、「魂のケア＝牧会的配慮＝パストラル・ケア」という言葉やそ

の働きは、教会や終末期にある患者の病床のみならず、大学という共同体での学生支援においてもま

た必要であり、さらにいえば将来に備える時期にある若者たちにこそ有効な援助の一つとなり得るは

ずである。 

	 本稿では、終末期医療における魂のケアをとりあげた修士論文を再考しながら、学生支援の実践的

なアプローチのあり方について模索し、その土台となるべきエートスを、聖書で記されたイエスの行

いと言葉、とくに「隣人愛」をめぐって考察したい。そのことは、校訓「自修」につづき、本格的に

は論じられないのはもちろんとはいえ、校訓「愛人」について振り返る機会になるはずである。 

	 以下、Ⅱで、修士論文を再考し、Ⅲでは、学生たちと関わったキャンパス内外でのさまざまな活動

をいくつか報告する。続くⅣでは、そうした活動を振り返る過程で再認識させられた「魂のケア=牧

会的配慮=パストラル・ケア」の可能性ついて考え、Ⅴでは、聖書に依りつつ、イエスによって最も

重要であるとされた「隣人愛」をめぐって考察していく。Ⅵでは、本論文を振り返り、次の課題につ

いて言及する。	  
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Ⅱ．修士論文『ホスピスにおける魂のケア』の構成と内容 

 

	 筆者の修士論文は、序章：問題設定と方法論、第一章：ホスピスの誕生とその歴史的背景、第二章：

ホスピスにおけるケア（援助と配慮）、第三章：スピリチュアル・ケアの黎明、第四章：牧会的配慮と

牧会者という構成である。 

 

1． 第一章では、ホスピスについて、その誕生とそれ以後の展開の歴史を概観し、ホスピスの始まり 

と日本におけるホスピスの誕生に簡単に言及した。 

	 第一節「誕生と歴史」では、ホスピスの誕生と展開にはキリスト教が大きく関わっていることを、

以下のような代表的な例を挙げながら簡潔に述べた。 

	 初期キリスト教時代に存在したホスピスの原型は、長途の旅の巡礼者のための憩いの家であり、食

べ物が与えられる宿としての機能の他に、病人やけが人への手当てが施される場所であった。そして

看取りという機能も持ち合わせていた。 

	 中世の初期には、ヨーロッパの主な都市、町や峠、河の渡し場など至るところにホスピス（ラテン

語：hospitium）があり、捨てられた子どもやハンセン病など病める者、老いた者、貧しい者を差別

することなく迎え入れ、ホスピタリティ（温かいもてなし）の場として機能していた(3)。中世キリス

ト教世界には、このホスピタリティの原点が息づいており、「私の兄弟であるこれらの最も小さい者の

ひとりにしたのは、すなわち、わたしにしたのである」（マタイによる福音書 25 章 40 節）を文字通

り実践しようというキリスト者が多く存在し(4)、対象となる者の人種、国籍、資産などの有無が問わ

れることはなかった。 

	 11世紀末から 13世紀末にかけて十字軍の遠征に伴い、ホスピスの活動は活発になっていく。各地

のさまざまなキリスト教修道会は、施設や看護者を提供し、遠征先での悪疫や病気、戦いによって命

を落とす兵士のためにケアと看取りを提供した。特筆すべきは、エルサレムの聖ヨハネ修道会に 12

世紀に創設されたホスピタル騎士団（ナイト・ホスピタラーズ）である。彼らは、清貧に甘んじる誓

いのもと、患者より粗末な食べ物と寝床で生活をしながら、病人や疲れた旅人たちへの奉仕にあたり、

そうした活動を以後 600年に渡り展開したのである。 

	 ホスピスの活動の衰退期は、宗教改革後、多くの修道院の閉鎖に伴っておとずれる。また、産業革

命による社会通念の大きな変化は、弱い者、老いた者、失業者は不要な者であり、社会的価値のない

者とした。例えばイギリスにおけるホスピスは、救貧院と名前を変え、重病人を何人も詰め込む状態

が 19世紀の半ばまで続き、温かいもてなしが提供される場所とははるかに隔たった雰囲気となった。	 	  

	 またフランス革命後の病理技術の進歩により、「病気をみよ、病人を見るな」という言葉が流行した

が、この言葉からだけでも当時の医療現場の状況を想像することができよう。しかし、このような潮
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流の中にあっても、ホスピスの伝統は完全に消えたわけではなかった。17世紀に入り、看護修道院が

建てられ、修道会の人々の献身的な働きによって、ホスピスは再びフランス中に広まり、そこでの実

践の基礎にあった考え方こそ、のちに現代ホスピス運動の原点となったのである。 

	 ドイツに目を転じると、18世紀になり誕生したカイザースヴェルトという施設は看護のための女性

の集団をもつ、史上初のプロテスタント病院であった(5)。19世紀にかけてヨーロッパ各地にこうした

運動、つまり各地で、ホスピスの精神を復活させようという運動が育っていき、このカイザースヴェ

ルトに学んだイギリス人エリザベス・フライやフローレンス・ナイチンゲールが、病気ではなく、人

を見るという原点へ戻すことに貢献したのであった。19世紀には、ダブリンに「死にゆく人のホスピ

ス」が設立され（のちに聖母ホスピスと改称）、ロンドンには「聖ジョセフ・ホスピス」、ニューヨー

クには「セント・ローズ・ホーム」や「カルヴァリー病院」が建てられ、各地に終末期患者のための

ホスピタリティ（温かいもてなし）の場が誕生した。 

	 第二節「世界のホスピス」および第三節「日本におけるホスピスの誕生」では、現在に直接つなが

るホスピスの誕生、およびその影響を受けて誕生した日本のホスピスについて略述した。 

	 まず、現代ホスピスの歴史は、シシリー・ソンダースが 1967 年に創設したロンドンの「聖クリス

トファー・ホスピス」に始まることを述べた。聖クリストファーは、その名の構成〈クリスト〉＋〈フ

ォロス〉にも明らかなように、キリスト教の殉教者であり、キリストを背負って川を渡った故事から

欧米では、旅人の守護聖人として崇められている。よってこうした故事にちなみ、天国へ向かう人々

の中継ぎの安息所という意味を含んで命名され、開設された。多くの人々に開かれた場所であり、病

人に限らず、旅人や貧しい人などにもホスピタリティ（温かいもてなし）が提供された。終末期にあ

る者を対象とする現代ホスピスの存在意義と異なる部分はあるが、生命の質を重視した場所という点

においては、古代のキリスト教的ホスピスの姿勢が受け継がれていることがわかる。 

	 日本においては、ホスピスのニーズが高まったのは 1990 年前後からであった。各地にホスピスが

誕生し、大きな病院で死を迎えるのではなく、温かい雰囲気で最期を過ごしたいという、生命の質を

重視した死生観に基づいた潮流と捉えていいだろう。日本でホスピスを始めた医師たちが、聖クリス

トファー・ホスピスを訪問して学んだことにより、日本のホスピスにも聖クリストファー・ホスピス

と共通する部分があること、すなわち間接的にではあれキリスト教的スピリットがその根源にあるこ

とに言及した。 

 

2．第二章では、ホスピスにおけるケア（援助と配慮）と題して、ホスピスの理念、ホスピス・アプ

ローチの特徴、四つの痛みに対する援助と配慮について論じた。 

	 第一節「ホスピスの理念」および第二節「ホスピス・アプローチの特徴」では、生命の質の保持に

関わる配慮とその具体的なケアのあり方を略述し、第三節「四つの痛みに対する援助と配慮」では、
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終末期に特徴的な痛みとその痛みに対するケアについてまとめた。 

	 第一節「ホスピスの理念」では、ホスピスとは、独立した設備や施設を指す言葉ではなく、主とし

て末期ガン患者のために、さまざまな援助プログラムを提供しようという、哲学的理念とその実践の

総称であることを論じた(6)。たとえ治癒する見込みがなくなったとしても、最期まで人間として充実

した生を送れるようあらゆる援助と配慮を提供しようというのがホスピスの理念といえよう。ホスピ

スでは、患者が痛みや死への恐怖から解放され、自己の尊厳を保ちながら、最期のときを過ごすこと

ができるようきめ細かく配慮する(7)。すなわち生命の質（Quality of Life）(8)の保持に関わる配慮がな

される。スタッフには医者、看護師、その他の専門をもつ人々が集められ、それぞれがそれぞれの専

門性を活かし、尊重しながら連携していくのである。そして、その中から生まれたチームによって、

患者ができるだけ快適な時間を過ごし、精神的平安のうちに死を迎えられるよう援助と配慮を行う。

また患者のみならず、愛する者を失った家族たちの悲嘆のプロセス(9)を見守り、これを十分に消化し

乗り越えられるように、患者の死後もその家族に寄り添い適切な支援を続けることもホスピスの大事

な仕事と考えられている。これを一般的に悲嘆の仕事（Grief Work）(10)といい、残されたものが新た

な目標に向けて再び歩み出す援助を提供するのである。 

	 第二節「ホスピス・アプローチの特徴」では、まず欧米におけるホスピス・アプローチの一例とし

て、次のようなアルフォンス・デーケンによるホスピス・アプローチの分類を紹介した。 

1） チーム・アプローチによるケア、2）ペイン・コントロールの重視、3）生命の質（Quality of Life 

の改善）、4）環境への配慮、5）宗教家の役割、6）患者の家族と遺族へのケア、7）医療従事者への

教育の七つである。そして、患者またはその家族と向き合い、援助を行う上で、まさに多様なアプロ

ーチが必要となってくることこそ、ホスピス特有のアプローチのあり方であることを論じた。 

	 また 7）に医療従事者への教育とあるが、治療や延命を重視しないケアもホスピスのケアの特徴で

ある。さらに第一節でも触れたが、医師や看護師のみならず、ソーシャルワーカー、栄養士、物理療

法士、音楽療法士、宗教家、ボランティアなどが、それぞれの専門性と領域をわきまえながら、生命

の質の保持のために連携するチーム・アプローチもホスピスのケアの特徴といえる。ことに 5）とし

て宗教家の役割が挙げられていることは、以下で論じる「牧会（＝魂の配慮）」と関連して重要である

と思われる。 

	 第三節「四つの痛みに対する援助と配慮」では、ホスピスでのケアを相対化してみるためにも、患

者のもつ痛みを理解する必要があることを略述した。近代ホスピスの創始者であるシシリー・ソンダ

ースは、末期ガン患者のもつ苦痛を「全人的苦痛（Total Pain）」と呼んでいる。それは、身体的苦痛、

精神的苦痛、社会的苦痛、霊的苦痛の四つに分類され、これらの苦痛が複雑に絡み合うことが全人的

苦痛であるゆえ、患者を支える家族や周囲の者たちは、これらの苦痛を理解し、受容したうえで、特

別な配慮をする必要があることも論じた。 
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	 ホスピスの理念を改めて理解すること、また、苦しむ者の生命の質へのケアには、さまざまなアプ

ローチが必要であること、さらに、苦しむ者が抱える痛みを細かく見直すことは、学生支援の場にお

ける具体的な支援方法に活かすことができるであろう。 

	  

3．第三章では、スピリチュアル・ケアの黎明と題して、スピリチュアル・ケア（魂への配慮）の定

義、Spirituality の探求、スピリチュアル・ケアの実践について論じた。修士論文の中心的な部分で

あり、学生との活動の経験を踏まえた再考にあたって理解を深める必要があるであろう。 

	 第一節「スピリチュアル・ケア（魂への配慮）の定義」では、主にシシリー・ソンダースと世界保

健機構について論じた。近代ホスピスの創始者であるシシリー・ソンダースは、スピリチュアル・ケ

アの重要性を認め、スピリチュアル・ケアをホスピス・ケアの不可欠要因と位置づけた。また世界保

健機構（WHO）が示した人間理解、「人間はスピリチュアルな存在である」も画期的意味を持ってお

り、人間をスピリチュアルな痛みを持つ存在とし、ホスピスにおけるスピリチュアル・ケアの重要性

を認めたことは、患者の内的・個人的・実存的苦痛にホスピスが積極的に関わるべきだという基本的

姿勢を示している。 

日本でホスピスが誕生した初期、ほとんどのホスピスでスピリチュアル・ケアの実践を課題として

いた。しかし、このスピリチュアル・ケアという言葉は、どことなく捉えにくく理解し難い。また、

表現として未だ社会に浸透していないようにも感じる。スピリチュアルについて明確な定義、概念は

ないものの、一般に「霊的・霊性」といわれ(11)、精神的、心理的側面を超えた「命・魂」の領域と考

えてよいであろう。精神を超えた何ものかに対する畏敬の念を含んだ意味合いで使われることもあり、

また自分自身が心の拠り所としているもの、また事柄として捉えることも可能である。「スピリチュア

ルは、目に見えない大きな存在であり、力である」(12)。「また人間の肉体に内在的で、かつまた超越

的な精神的実体として人間の生活の重要な要素として考えられ、息、命のように人間、特にその知性、

心、魂を活かすエネルギーといえる」(13)。ゆえに人間の生の意味を考慮する営みとしてのスピリチュ

アル・ケアは、その生の岐路に立つ人々を前にしたとき、進展させるべき重要な課題である。  

	 第二節「Spiritualityの探求」では、スピリチュアル・ケアの理解に並行し、Spiritualityとは何か

考察した。Spirituality とは、人間が自分自身を支える内的な力として誰もが持ちえているものであ

る。しかし常に Spirituality を意識しながら生きているとは限らず、自己存在が脅かされたり、危機

的状況下に立たされたりするとき、人間を超えた存在に目を向けていく行為が Spirituality の働きで

ある。ゆえに日常的には Spirituality は存在しつつも眠っている状態であり、言い換えれば

Spirituality が「夢を見ている」(14)状態であるといえる。これは、その人が何か自分自身の存在を脅

かす出来事に直面するなどといった、いわゆる実存的な問題と対峙しない限りにおいて、Spirituality

は目を覚ますことがほとんどないことを意味する。しかし一度夢から覚醒した状態になると、その人
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は、人生や苦難の意味、神の存在、死後の世界などについて真剣に考えるようになり、自分（人間）

を超えた、永遠的なものとの関わりを深く求めるようになるのである。Spirituality とは、普段から

精神的なもの、心理的なもの、宗教的なものを包含し、同時に身体的、社会的にも関わりを持ち続け

てはいるが、その人が自分自身と対峙しない限りにおいては、（普段は）「夢を見て微睡んでいる」状

態にあるものだといえる。 

	 第三節「スピリチュアル・ケアの実践」においては、以下のことを論じた。 

	 患者のスピリチュアルな叫びを聴き、痛みを把握し、それを慰め、癒すことがスピリチュアル・ケ

アである。また癒すことが難しい事柄である場合は、それらを耐え忍ぶように援助する行為である。

スピリチュアル・ケアは、まず傾聴からはじまり、見る目と開かれた心が要求される。次に、患者を

スピリチュアルな痛みから解放するためには、知性を働かせることが大切である。その一つの例は、

V・フランクルがナチスの強制収容所での生活によって得た経験である。フランクルは、「人生に意義

があるなら、苦しみにも意味があるはずだ。苦しむことは人生の一部であるからだ」(15)と語っている。

このように、知性を働かせ、苦しみの意味を考えることで、フランクルは生き延びることができたの

である。 

	 臨床におけるスピリチュアル・ケアは、患者自身が自分の人生や死をどう受け入れるのか、また死

後の世界をどうみるか、また今の自分の人生の意味や目的をどこに求めているかという、主観的、実

存的なものを配慮するものである。 

	 死を前にした者は、次のような五つの心理状態のうちの一つ以上を体験するといわれている(16)。 

「否認」、「怒り」、「取引」、「抑うつ」、「受容」である。「近親者や援助者はできるだけ苦しみを共に味

わい、その時々の心理状態を理解しなければならない。死へのプロセスには人それぞれに特徴があり、

また苦しみを共に味わうことには限界がある。しかし、そのような状況であったとしても援助者は、

患者のそれぞれの過程における体験の大きさに気づいて、患者がしたいように、生きたいように援助

し、配慮することがまず必要とされる」(17)。「援助する者が、患者の気持ちにじっくり触れ、受け止

めることが大切であり、しっかりと受け止めていくうちに、死を前にした者は、死への不安、恐怖、

絶望から解放されて、心の安らぎ、安心、平安を得ていく」(18)。しかし、死への不安はただ一時のこ

とではなく繰り返し襲ってくるものである。度重なる死への不安を味わっているとき、援助する者が

側にいることが支えになる場合もあり、存在自体もまた励みとなる。さらに自分を超えた大きな力に

支えられているという安らぎを感じる場合もあり、その安心感、その力への信頼感が死を前にした者

が支えられる大きなポイントとなる。 

次に必要となってくる事柄は、死を前にした者自身の視点の転換である。「あるがままの自己表現と

意識化の過程を辿った後は、自己の受容と客観化することが必要となる」(19)。また「病に苦しみ、自

らの生産的能力を失い、社会的価値が下がったとしても、個人の成熟、完成という価値観に立ってみ
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れば、その人の存在価値は十分意味のあるものとなり、そうした視点の転換こそが、自己の完成とい

う新たな目標となり得るのであろう」(20)。そしてそこに自己の成長が伴い、残された生を生き抜く力

が芽生えてくるのである。よってスピリチュアル・ケアとは、生きていることに意味や価値を発見す

る過程を見守り、配慮することであるといえよう。例えば、罪責感からの解放、他者との和解、悔い

の精算など、多様なケースに向き合いきめ細かに対応することが含まれる。 

	 スピリチュアル・ケアは特定の人物に限らず、患者が望むときに援助の手を差し伸べることが望ま

しく、その心に寄り添ったときにケアが可能となるのである。 

 

4．第四章では、牧会的配慮と牧会者と題して、魂のケアと牧会者の機能、援助と配慮における共同

体性、責務の限界と可能性について論じた。 

	 第一節「魂のケアと牧会者の機能」では、「牧会」という語について考察した。 

	 「牧会」という用語は、ドイツ語では「Seelsorge」、英語では「Pastoral Care」という言葉が用い

られている。「Poimenics」（牧会学）という用語は、ギリシア語の「羊飼い（poimen）」からきた言

葉であり、新約聖書において迷える羊を尋ね求める牧者のイメージとして用いられている。 

	 まずこの「Seelsorge」に含まれる Sorge の動詞である「sorgen」という語は、「傾ける、気遣う、

心配する」という意味を持つ。つまり、「牧者はその羊のために絶えず心を傾け、精神を尽くして、そ

の魂の行く末に対して関心を持っているということである」(21)。従って相手に対して心を傾け、心を

懸けるという姿勢が「牧会」という言葉の根本にあることを認識しておく必要がある。また「Seele」

とは「心」であり、身心を一体と考え、「魂」と訳すこともある。英語の「Pastoral Care」の「Care」

は同様に「世話をする、看護する、配慮する」などの意味を持つ言葉であるが、やはり牧者のその羊

に対する配慮を意味しており、「イエス・キリストの業を的確に表現しているといえよう」(22)。 

	 牧会とは、「魂への配慮を含み、悩める魂、疲れた魂にキリストの慰めの言葉、癒しの言葉を伝達し、

キリストへと導き、それによって立ち上がらせ成長させていくこと」(23)である。 牧会者が果たすこ

とのできるケアは、「医学モデルのようにすべての人を病者として捉え、治療する」 (24)というような

型ではなく、特別に病者と健康な者を区別しない広く開かれた行いである。健康に恵まれている状態

であっても、人生において苦悩の底に落とされることがある。楽しく幸せなことばかりでなく、とき

に苦しみ悩み、悲痛の痛みを伴うこともある。そのような魂が揺さぶられるような痛みにこそ、牧会

の果たせる役割が潜んでいるのであり、魂を含む一生を包括してケアするところに牧会者の働きの深

さ、広さ、重要性が見出されるのであろう。このような機能を果たすために「牧会者は自らを神の恩

寵による器として捉え、常に訓練されなければならない」 (25)のである。また「牧会者は自己の霊的

成熟性によりキリストの使者として、少なくともキリストの同志として、キリストのために証しする

道を歩まなければならない」(26)。牧会者は、キリストの行いに倣って、「人々が個人的悩み、苦痛か
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らの解放を求めてくるとき、キリストに代わって働く」 (27)のである。そのとき牧会者は、キリスト

を模範として、霊的な成熟を目指し、きめ細かな牧会的配慮ができるよう自己鍛錬すべきである。そ

うして獲得された「悲痛な訴えに傾聴する能力」 (28)こそ、悩める者が主体的に成熟して行くために

不可欠であり、牧会者は、情緒的支持や愛情深い交友のみならず、霊的強化を含む牧会的配慮を提供

できるよう努めなければならない。 

	 第二節「援助と配慮における共同体性」では、援助と配慮の基盤に共同体性は欠くことのできない

ものとなることを論じた。 

	 病床にある者は、これまでの社会生活において様々な人間関係を形成し、様々な共同体の中で過ご

してきたはずである。ゆえに援助と配慮を行う者は広範囲にわたり、これまで患者を取り巻いていた

環境における様々な共同体について知り、そしてそこで関わったあらゆる人々が共に配慮の気持ちを

抱き、患者に寄り添うことが必要である。痛みを互いに分かち合う共同体こそ、病床で病む者やその

家族を孤独感や絶望感から救い出し、助力の手を差し伸べる業を担うことができるからである。 

	 第三節「責務の限界と可能性」では、病床における牧会者は、医療従事者と違った次元で存在する

ことについて考察した。 

	 医療従事者は治癒または症状の回復の改善に専念するのに対し、牧会者は、神の恩寵による救いの

メッセージを語ることができるのである。病者が困難な現状にあっても、神は我々と共に救いの道を

歩んでくださるという確信を持って、病床にある者に接する態度を定めるべきである。当然のことな

がら、医療の領域である病床において牧会者の責務の限界は存在する。しかし、牧会者は魂の痛みを

重視する包括的なケアを提供していく役割をもっていると考えてよいだろう。これはホスピスでの現

場に限ったことではなく、この世に生を与えられたキリスト者ひとりひとりの人生において担うべき

課題でもある。 

	 我々の人生に働き、慰めと救いの御手を差し伸べていることを信じ、出会う多くの存在に伝えるこ

とが牧会の根拠であり、使命である。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。」（ローマの信徒

への手紙 12章 15節）という言葉を通して、牧会者として、またひとりの隣人として人格全体に寄り

添うとき、癒しの御手が働くのである。 

	 以上が修士論文の内容である。ホスピスにおけるケアは、最期まで充実した生を送ることができる

ように行う援助のすべてであり、患者が死への恐怖から解放され、自己の尊厳を保ちながら、最期の

ときを過ごすことができるようきめ細かく配慮するものである。また生命の質（Quality of Life）の

保持に関わる配慮でもあり、自己存在が脅かされるような事柄や危機的状況下において、人間を超え

た存在に目を向けていく Spirituality へのケアも含むものである。このような状況の中にあって、牧

会者はその傍に立ち、キリストの執り成しと恵みを伝える使命が与えられている。また患者の魂の叫

びを聞き、痛みを把握し、それを慰め、癒すことが心に平安をもたらす業へと変えられるのである。 
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	 上述した論を現在の筆者の置かれているコンテキストに引き寄せて考えてみるなら、病床にある者

に限らず、筆者が日々接する学生もまたさまざまな挫折の中で痛みをおぼえ、生きていることの意味

を問い、自己の価値の喪失や人生に希望を見出せなくなる経験をしていることに思いが至る。ひとり

ひとりが心の内に抱えている事柄は深刻で非常に複雑な場合も多くある。その傍にあって、学生から

発せられる言葉を丁寧に聴き、痛みや焦りや不安定な心を把握し、慰めが与えられるように祈ること

は、病床における牧会的配慮と重なる部分である。ゆえにⅢにおいては、キャンパス内外での活動を

みわたしながら、その活動における牧会的配慮の現状と可能性を見出していきたい。 

 

Ⅲ．キャンパス内外の活動報告  

 

	 キリスト教学校におけるキリスト教教育の目指すところは、キリスト教信仰に基づく人格形成であ

る。ゆえに、本学においては『キリスト教概論』が必修科目として設置されている。また週 3回実施

しているチャペルアワーは(29)、建学以来大切に守られている時間であり、学生・教職員が自由に参加

できるものとなっている。その他にもキリスト教教育週間(30)や半日修養会(31)を実施し、学生には、広

い視野からキリスト教の理解を深めるための機会、教職員には、キリスト教学校で働くことの意義を

再考するための機会となることを目指している。また逝去者追悼礼拝や 3．11東日本大震災追悼記念

会は、命の尊さを改めて考える礼拝となっている。これらのキリスト教教育や教会暦に沿った行事を

通して、学生が新たな価値観を獲得していくことを期待している。またこれらと並行して、キャンパ

ス内外での活動も織り混ぜながら、学生ひとりひとりがキリスト教的「隣人愛」のスピリットを携え、

他者と協働するものであってほしいと希求しながら学生と活動を共にし、支援にあたっている。 

	 必修科目やチャペルアワー、またキリスト教諸行事を通して、初めて見聞きした事柄に触れ、知見

を深めたいと求める学生の声を聞くことがある。このような学生の内的促しにこそ丁寧に耳を傾け、

受け止め、尊重するように努めている。また学生の自主的なアイディアを、学生の気持ちにそった形

でアクションへと移行できるよう共に考え、支援している。学生の関心に基づく自主的なアイディア

と合い重なることにより、キリスト教教育は幅を広げ、キリスト教的スピリットを携えた人格形成へ

の一助となるのではないか。 

以下に学生と共にかたちにした諸活動を時系列に沿っていくつか記し、それぞれの活動に対する学

生からのレスポンスを記す。 
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学生活動 詳細 

ランチタイムバイブルアワー 2014年前期	 毎週木曜昼休み 12回実施 

参加者：平均 5名 

【目	 	 的】聖書に親しむ。 

【内	 	 容】賛美をし、聖書を輪読。福音書におけるイエスのたとえ話を読み、祈りをささげ、

その日与えられた聖書箇所について、参加者同士で感じたことを伝え合う。テキス

トの注解をし、イエスの行いや聖書の言葉に親しむ。 

【学生の声】大学に入学し、初めて聖書を手にした。自分にはあまり関係のないものだと、これ

まで丁寧に読むことはなかった。参加者と交互に聖書を読み、お互いに思ったこと

を飾らずに伝える中で、聖書というものを身近に感じ、理解を深めることができた。 

	 	 	 	 	 	 覚えておきたい聖書の言葉にも出会えた。 

【振り返り】聖書の言葉が心に響き、励まされる体験、祈ることで心がほっとする体験を共有す

ることができた。これは臨床牧会訓練での体験に似ており、キリスト者でない学生

にとって聖書の言葉で勇気づけられ、賛美によって励まされることがあるという気

づきとなった。 

渋谷りつ子さんを支える会 

 

2015年 5月チャペルアワー 

2016年 2月チャペルアワー 

【内	 	 容】インド・コルカタのマザーテレサの家でボランティアとして 23年間奉仕している渋

谷さんをチャペルアワー講師として招き、愛にあふれる行いについて語っていただ

いた。 

【目	 	 的】これからどう歩むか考える中、生き方は一つではないこと、視野を広く持つことの

大切さを学ぶ。 

【学生の声】渋谷さんのお話は、家族のように施設のこどもたちに寄り添いともに生きる、力強

く純粋な愛情と思いが感じられるものであった。同情からでも上から目線でもなく、

広く包み込む母のような愛情をもった人だと思った。 

【振り返り】自分の思いや欲を捨て、誰かのために惜しみなく自分の命をささげる姿こそ、ホス

ピスにおいてなされてきたスピリチュアル・ケアなのではないかと思わされた。 

ワークショップ 

ハンガーバンケット 

2015年後期	 12月 1日実施 

参加者：170名 

【目	 	 的】日頃感じることのない世界の格差を疑似体験することにより、世界の現実を知り、

何かできることを考える。 
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【内	 	 容】パン、ハム、チーズ、バナナ、ジュースを用意し、食事を通して、世界の格差を疑

似体験するワークショップ。参加者は、世界の貧困レベルに沿って、高所得者層、

中所得者層、低所得者層に分けられ、それぞれの食事の質や量、環境から不平等さ

を体験する。 

【学生の声】他大学で実施したことを聞き、本学でも何とか実施したいと思った。食べ物を心配

せずに生活してきた自分たちが、貧困とどう向き合うか一緒に考えたいと企画にあ

たり、この体験が心のどこかに残ってくれたらと思った。またワークショップを通

し、ともに考え、取り組む仲間が増えたことが嬉しかった。準備の時間は限られて

いたが、実施することができてよかった。 

【振り返り】学生の関心に基づき企画を進めるサポートは、病床における「傾聴」の姿勢に共通

するところがあった。終末期の病床において、希望を口にする方がいる。その言葉

ひとつひとつを丁寧に聴き、実現するように祈ることに似ている配慮だと感じた。 

サルベージパーティー 

 

2015年後期	 12月、1月に実施 

参加者：10名 

【内	 	 容】賞味期限の迫った食品や破棄間近の食材を持ち寄り、何を作ることができるか話し

合い、調理し、食べる。 

【目	 	 的】破棄寸前の食品が美味しい一品になること、特別に何か買い足さなくても家庭にあ

る食品を持ち寄り、料理をすることで、楽しい時間と、食卓の分かち合いを体験す

る。 

【学生の声】学内で行うフードドライブ終了後、賞味期限間近な食品を破棄してしまうのではな

く、みんなで調理し食べるとお腹いっぱいになることがわかった。食品の購入前に

冷蔵庫の中をみわたし、何か買い足すことなく調理できないか考えることが、食品

のロスをなくすことだとわかった。 

【振り返り】すべて一人で担うのではなく、足りない部分は他の誰かが引き受け、補ってくれる

ということ（＝持ち寄る）、共に食卓を囲み、対話すること（＝分かち合い）を通し

て、病床においても色々な人との交わりが日々の充実に繋がるのではないかと感じ

ることができた。 

ワークショップ 

「食」を考える 

2016年後期	 10月 13日実施 

参加者：10名 

【内	 	 容】栄養不足や飢餓、貧困について知っていることを共有し、世界の厳しい現実を知る。

またその一方で日本における食品破棄について思いを巡らす。 
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【目	 	 的】理想の世界や未来を実現するために何ができるか考える。この世界は私たちが独占

していいものではないことも改めて考え、日頃の「食」を振り返る。 

【学生の声】世界中には、飢餓が起こらないよう食べ物はあるが、平等に分配されないがゆえ飢

餓で苦しむ人がいることを初めて知った。その原因を先進国に住む人たちが作って

いることに痛みを感じた。飢餓によって数秒にひとりの命が奪われる一方で大量に

食品破棄をしている現実に、私も責任を感じるべきだと思った。 

【振り返り】「食」について思いをめぐらすことは、命の尊さについて考えるきっかけとなった。

また危機的な状況に立たされている人のことを考えること、そのために何ができる

か考えることは、今ある環境に感謝することでもあり、終末期の病床にある方が「生」

について見つめ直すことに共通するように感じた。 

TABLE FOR TWOの導入 

 

2016年後期	 10月の 2週間実施 

1日 10食の弁当の販売 

【内	 	 容】TABLE FOR TWOとは、食の不均衡を解消するための取り組みであり、先進国の

余分なカロリーを開発途上国での必要なカロリーに変換し、空間を越え「食卓を分

かち合う」という活動。低カロリーの弁当を学内で販売し、販売価格のうち 20円を

寄付金として途上国の子どもたちに届け、給食１食分に変える取り組み。 

【目	 	 的】余分なカロリー摂取や食品破棄が当たり前の世界の裏側に、栄養不足や飢餓に苦し

む人が存在することを身近に知ってもらう。その現実にどう心が動かされ、何をす

べきか考える。 

【学生の声】在学中、実施したかった活動であり、10月の実施に向けて夏から準備を始めた。準

備段階では苦労もあったが、何かを始めたいという気持ちを持っていればどんなこ

ともできるということをみんなに知ってほしいと思った。実施できないかもしれな

いと不安に思うこともあったが、色々な人に助けてもらい実施が可能となった。お

弁当も完売し、寄付できることも嬉しかった。もう一度学内で実施したいと思う。 

【振り返り】色々な人に支えられる体験は、病床におけるチーム・アプローチに似ているのでは

ないかと思った。それぞれの立場から病床にある方を支えるケアを思い起こした。 

おにぎりアクション 2016 

 

2016年後期	 10月から 11月まで実施 

1051枚のおにぎり写真の投稿 

【内	 	 容】おにぎりを食べ、おにぎりの写真を投稿することで、アフリカ・アジアの子どもた

ちに給食を届ける活動。NPO法人 TABLE FOR TWO Internationalが行うアクシ

ョンの一つ。 
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【目	 	 的】現地に赴かなくても、日々の生活の中で国際貢献ができることを実感する。小さな

アクションであっても世界を変えられることを体験する。 

【学生の声】日本人のソウルフードであるおにぎりを食べ、写真を投稿することで給食を届ける

ことができるという面白い取り組み。ボランティア活動をしたいと思っていても、

実際に行動に移せないことが多いが、この活動は少し意識を変えるだけで関わるこ

とができた。私にもできることがあるとわかり、これからも関心を持ってできるこ

とをしていきたい。 

【振り返り】小さな行いが大きな希望へと繋がることを体感できた。終末期の病床にある方は希

望を持つことが難しいかもしれないが、支援にあたるものは些細なことにも心をこ

めて寄り添うことの大切さを気づかされた。 

フードドライブ 

 

2015年 7月、12月実施 

2016年 7月、12月実施各 2週間開催 

【内	 	 容】家庭で余っている食品を学校や職場に持ち寄り、寄付する活動。 

【目	 	 的】経済的に困窮している高齢者の家庭、シングル家庭とその子どもたち、求職中の方

など、様々な理由で食事に不自由している人が身近にいることを知り協力する。 

【学生の声】お金の寄付は、信頼できないが、食品の寄付は確実に必要とする家庭に届けられる

安心感がある。集められた食品の箱詰めボランティアに携わると支援先の家庭の様

子がわかり、自分たちが住んでいる地域にも貧困の問題があることを実感した。 

【振り返り】現状を知りショックを受ける学生の姿は、病床で苦悩を抱えている姿と共通する部

分があるように思えた。 

炊き出し 

 

夏期休暇中 

冬期休暇中 

【内	 	 容】NPO法人ライフサポートやまなしが毎週木曜に行っている生活困窮者へ向けての炊 

き出し。調理補助、配食、後片付けなどを行う。 

【目	 	 的】活動から社会の現実を知る。また他のボランティアとの交わりから、携わる姿勢を

学ぶ。 

【学生の声】他のボランティアの方たちのあたたかく謙虚な姿勢が印象的だった。会場にこられ

る方は、お腹も心も満たされ、心の支えにもなると感じた。一方で、生活困窮者が

減少しない現実も重く受け止めた。 

【振り返り】ボランティアの方の謙虚な姿勢は、ケアの原点を改めて問い直す機会となった。 
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これらの諸活動の中には学生の関心に基づき学生が自発的に実施したものと、学生の関心を広げる

きっかけになるようにと試行錯誤しチャペルセンターで実施したものがある。それぞれの活動の後に

行うフィードバックでは、学生の視点の鋭さや、関心の深さやを感じると同時に、「隣人愛」のスピリ

ットをみることができた。 

その他、キリスト教の博愛精神を基盤に教育や慈善などの公益活動を行うウェスレー・ファウンデ

ーション(32)の Overseas Training(33)へ参加したい学生を募り、海外研修プログラムに備えた学びや、

そのフィードバックも行っている。プログラム参加後は、チャペルアワーで研修やセミナー報告を行

い、広くその活動を学生・教職員に知ってもらう機会を設けている(34)。学内の諸活動に加え、海外で

の活動を希望する学生も多く、その支援に対応できるよう筆者もまた同団体が提供する In house 

Program(35)や Overseas Seminar(36)に参加し、学びのときを得ている。 

この章の表で紹介したプログラムや、海外研修プログラムに携わる学生とともに奔走していると、

日常生活での交わりでは知りえなかった学生の内面に触れることがある。諸活動に携わろうとする学

生は一見とても積極的で何事にも意欲的な学生にうつる。しかし、心の奥では過去の自分を変えたい

と必死で戦っていたり、新たな自己形成への挑戦として活動への参加を希望したりする場合も多く、

希望と同等の不安をもちあわせている状態にあることも少なくない。そのような状態にある学生をみ

ると、筆者が大学院時代の臨床牧会訓練(37)で経験した病床にいる患者との対話が思い出され、苦悩や

痛みの違いは大きいが、その心の内はまったく無関係でないと感じることがある。 

キリスト教学校において、キリスト教信仰に基づく人格形成を目指し、他者に仕える精神を身につ

けた学生の育成は大切な営みである。隣人愛を携え、キャンパス内外で行うすべての業に謙虚に関わ

ることができるよう、また活動の過程における疑問や迷いに共感し、そっと背中を押すような学生支

援を心がけている。またときに支援する側という枠を超え、共働する仲間となり、学生の交わりに加

わることもこころがけている。これら一つ一つは、臨床における牧会で必要とされた情緒的支持、愛

情深い交友、霊的強化といった配慮と重なる部分が多いことに改めて気づかされ、次章では、学生と

ともに関わった活動を、修士論文で論じた牧会的配慮という側面から振り返りたい。 

 

Ⅳ．活動を振り返る過程で再認識させられた「パストラル・ケア＝魂のケア」の可能性 

 

1．スピリチュアル・ケア 

よい思い出は良い導きを与える。私たちはみな、苦難の時に、失敗の時に、意気消沈した時に、過

去のよい思い出が新しい自信と希望を与えるという経験をもっている。「夜の闇が閉ざされ、すべての

ものが暗さと恐れを感じさせる時、私たちは以前にかがやかしい日を見ているので、晴やかな新しい

日を待ち望むことができる」(38)。このように、チャペルセンターの諸活動に参加する学生にとって、
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携わった諸活動から得た体験が今後の自分を支え、導くということを実感してほしいと願っている。

しかしその体験は、必ずしも「よい」だけのものではなく、「苦悩」をも含むものである。自発的に関

わりたいと思った活動であっても、自分の思うように進められず行き詰まったり、思いもよらぬ難し

い局面に陥ったりすることは珍しくない。また携わる学生同士の関わりにおいて、問題が生じること

もある。そのようなときに、学生たちの援助者として、彼らが立ち止まり、考えるその傍にいたいと

思っている。それは、病床におけるスピリチュアル・ケアのあり方と重なる部分である。病床でのス

ピリチュアル・ケアの基本は、患者が望むときに援助の手を差し伸べ、その心に寄り添うことである。

学生活動に関わることにおいても、学生が望むときに援助の手を差し伸べ、その心に寄り添うことを

心がけている。またこのように心を傾け、心に懸けることこそ、牧会の姿勢の根本である。 

 

2．牧会的配慮 

	 キャンパス外での活動においては、「大学から離れる」という状況が学生にとっては非日常的な時間

であるため、緊張を感じていることが多い。また「大学から離れる」ということは、学外の「他者」

と関わることであり、新たな人間関係に入っていく際の緊張ともいえる。しかし、そのような状況の

中での協働により学生同士の連帯感が芽生え、さらに深い人間関係の構築のきっかけになることがあ

る。そして活動を重ねるごとに、学生同士が互いの適性や相性を認め合い、バランスよく活動に携わ

れるよう整えられる。また、学外の人との交流や活動は学生の視野を広げるよい機会となっているよ

うに感じる。筆者はこれらのプロセスを見守り、いかなる場面においても、ひとりひとりの声に耳を

傾け、励まし、その働きを評価し、共にその場にあることを大切にしている。と同時に、諸活動に関

わるそれぞれの学生の携わり方や固有の考えを受け止め、柔軟に対応することも牧会的配慮の一つで

あると考えている。そして、この行いもまた、徹頭徹尾個別的であらざるを得ない病者の状況に寄り

添う病床における牧会的配慮と重なる部分であるといえよう。 

	 このように学生支援においても「魂のケア＝パストラル・ケア」の実践を心がけているが、学生た

ちが時折見せる深い苦しみや悩みにおいては、筆者自身も立ち止まり、ただ共にその場に存在するこ

と以外に何もできないという無力感を覚えることがある。このように支援の限界もあると認識してい

る。しかし、できる限り学生の思いを尊重し、配慮し、その傍らに寄り添いつつ支援を続けることで、

問題解決の糸口を見出したいと考えているのである。 

 

3．全人的苦痛と牧会的配慮 

	 Ⅱの 3.で取り上げたシシリー・ソンダースは、末期ガン患者のもつ苦痛を全人的苦痛（Total Pain）

とよび、それらを、身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、霊的苦痛の四つに分類している。そして

これらの苦痛が複雑に絡み合うことが全人的苦痛であるとし、支える周囲のものは、苦痛を理解し、
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受容し、特別な配慮が必要だと述べている。筆者が出会う学生もまた、多かれ少なかれ、また痛みの

種類や多募に差異はあるものの、これまでの人生において何らかの苦痛を感じながら生きてきたとい

うことを、彼らとの対話の中で気づかされることがある。それは身体的なものであったり、精神的な

ものであったり、社会的なものであったりする。そしてそれらが複雑に絡まっている場合もある。霊

的苦痛に分類しうるか定かではないが、身体的、精神的、社会的なものを越えた痛みを経験していな

いとも言い切れないと感じる。そのようなひとりひとりに関わるとき、彼らの痛みを受け止め、寄り

添い、彼らが痛みからほんの少しでも解放されることを願っている。また痛みを抱える学生だけでな

く、そうでない学生に対しても、ひとりひとりの人格を愛し、彼らの関心と個性を大切にしながら、

寄り添うことに努めている。 

先の章でみてきたように、神から与えられたタラントをもった尊い存在である個々の学生を、でき

る限り受け入れ、個性や特性を大切に伸ばすことができるよう牧会的に支援することは、終末期医療

において、末期にあるひとりひとりの個性を尊重し、その生命の尊厳を最後まで認め、彼らと向き合

おうとする援助者の姿勢から大いに学ぶことができるものである。そして、それらはパストラル・ケ

アであり、キャンパスミニストリーであるといえるのではないか。このような業の中に学生支援の可

能性があり、自分の人生の意味や目的をどこに求めるかという主観的・実存的なものを配慮する、「魂

のケア＝牧会的配慮＝パストラル・ケア」が有効となるのであろう。 

 

4．キリスト教精神による人間形成（本学の使命）と牧会 

	 このようなケアがなされるのは、本学がキリスト教精神を教育の礎においているからである。キリ

スト教の精神に基づく人間形成を教育の基礎とし、本学は「敬神」、「愛人」、「自修」の三つを校訓と

しているのは先に述べた通りである。それらを端的に表現するなら、神と向き合い、他者に思いを馳

せ、自らを高めることができるような人格形成を目指したキリスト教教育と言い表せよう。ゆえに本

学の教育や学生サービスにおいて、校訓が表され、学生ひとりひとりにも浸透すべく努力していきた

い。 

	 E・トゥルナイゼンによると、「牧会とは、人間の魂についての配慮である。しかし、牧会で取り扱

われる人間の魂とは、単に、人間の中の霊的なものというのではない。聖書に従って理解するのなら

ば、魂とは、神の呼びかけのもとにある、肉体、『魂』、そして霊より成る、人間の人格的全体のこと

である。神の前における人間の実存を認識することの基礎は、イエス・キリストが人となられたこと

にある。それによっておのずから規定される牧会の課題は、神のために、全人間を聖化することであ

る」(39)。そして、「牧会は教会の説教において一般的に、つまりすべての人に告げられた福音を、特

殊なかたちで個人に伝達することである」 (40)と述べている。牧会の内容とは、「イエス・キリストに

よる罪の赦しの告知であり、この解放の言、恵みの言を個人に伝えることに奉仕することである」(41)。 
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	 大学における牧会は、ほとんどの場合、キリスト教信仰をもたない者への働きである。それは牧会

という枠からはずれるのではないかとの理解もあり得る。しかし、教会がキリスト者に行う牧会とは

また別の意味で、しかしながら、聖書の言葉に基づきイエス・キリストの姿に倣って行われるのであ

るならば、それもまた本質的には牧会に他ならないのではないか。筆者は、そう把握して、神から遣

わされた大学という場において、可能な限り牧会者として愛と交わりとをもつよう努めている。また

隣人への愛と人格を尊重した交わりにとどまらず、魂のケアも行う柔軟な心を携えていたいと思う。

なぜならばキリスト教教育は、人格を形成する、霊性（魂）、精神、身体のそれぞれがよき資質を育成

することを課題としているからである。この場合の霊性とは、人格の最も内側かつ人格の頂点に位置

するものであり、人格を真に人格たらしめるもの、また人間の生命そのもの、人格的存在としての人

間そのものを指す言葉として捉えなければならない。ゆえに、ひとりひとりに寄り添い、身を低くし

た謙遜と愛の姿勢をもって支援に携わることが大学の場における「魂のケア＝パストラル・ケア」で

はないだろうか。またこれからも学生との関わりにおいても、諦めることなくよりよい支援の可能性

を模索しつづけたいと考えている。 

 

Ⅴ．チャペルセンターを中心とした活動と校訓「愛人」（＝「隣人愛」） 

	  

	 これまでの章で、修士論文を紹介しながら、ホスピスはその誕生から現代までの歴史的過程にキリ

スト教と教会が関わっていたこと、ホスピスの理念と実践、とくにスピリチュアル・ケアや牧会的配

慮もまたキリスト教に深く根ざしたものであることをみてきた。また、チャペルセンターに集う学生

たちのキャンパス内外での活動を紹介し、その働きを学生に寄り添って進めていくにあたっても、ホ

スピスで実践されている Spirituality や牧会のあり方を活かせるのではないかということを考察して

きた。 

	 本学の校訓の一つである「愛人」とは、隣人を愛することである。これは、聖書においてイエスを

試みようとする律法学者の「あらゆる掟のうちで、どれが第一でしょうか。」との問いに対するイエス

の答えである。「第一の掟は、これである。『イスラエルよ、聞け、わたしたちの神である主は、唯一

の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しな

さい。』第二の掟は、これである。『隣人を自分のように愛しなさい。』この二つにまさる掟はほかにな

い。」（マルコによる福音書 12 章 29−31 節）という言葉に根ざしたものであり、山梨英和に連なるす

べてのものが心に留めるべき言葉である。 

	 修士論文で取り上げたホスピスにおけるケアの理念や実践についても、またチャペルセンターが実

施している諸活動についても、キリスト教精神に基づく隣人愛の行為であるといえる。この章では、

今後も校訓「愛人」に倣う行いを続けていくことができるよう、聖書で語られる「隣人愛」について
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理解を深めていきたい。 

	 まず、ドロシー・セイヤーズ『ドグマこそドラマ』の中の「人はなぜ働くのか」という講演を紹介

する。 

 

1．ドロシー・セイヤーズ(42)は、「神を愛せ」に基づかない「隣人を愛せ」の「落とし穴」を、次のよ

うに指摘している(43)。 

	  

（…）この戒めの落とし穴を、世の人の多くは忘れているようです。それは隣人を愛

するという二つめの戒めが神を愛するという最初の戒めにもとづいているのだというこ

とです。第一の戒めなしには、第二の戒めは妄想であり、罠なのです。私たちが現在かか

えている問題と幻滅の大部分は、第二の戒めを第一の戒めより先に置いていることからき

ています。もしも私たちが隣人を神より先にするなら、人間を神の上に置くことになりま

す。これこそ、私たちが人間を賛美しはじめたとき、人間をすべての尺度としたときから、

ずっとやってきたことなのです。人間がすべての中心となるとき、彼は厄介ごとの中心、

いわば台風の目となります。社会に仕えるということにひそむ落とし穴は、まずここにあ

ります。 

 

このようにキリスト教の核心の一端を明快に述べ、「今日では『社会への奉仕』は誇大広告の、利潤

を追求する企業の、悪徳商法の標語のようになっています」と続けて記しているのである。さらに、

別の重大な「落とし穴」への言及は下記の通りである(44)。 

 

（…）「社会に仕える」という建前の危険は、そうしようとする本人もまた社会の一

部であって、社会に仕えると言いながら、じつは一種の共同体的エゴイズムに仕えている

にすぎないという点にあります。 

 

セイヤーズが憂慮しているのは、「隣人を愛せ」という戒めだけが、「神を愛せ」という戒めから離

れて単独で主張されるときには、それは、その時代その時代の共同体的なエゴイズムに奉仕してしま

う危険性があるということである。 

Ⅲで紹介したように、チャペルセンターに集う学生たちが参画した活動には、民間の団体が主催し

たものも、教会が主導したものもあった。前者が「隣人を愛せ」という第二の戒めのみに基づく活動

であり、後者が「神を愛せ」という第一の戒めと結びついた「隣人を愛せ」であるとするなら、第一

の戒めと結びついた「隣人愛」とは何であるか。そもそも「牧会」は聖書の言葉に基礎を置く行いで
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あることは前でも触れたが、本学のキリスト教的スピリットに基づく活動の土台である聖書の言葉に

ついて、R・ブルトマンの論考を参照し、考察したい。 

 

2． ブルトマンは、聖書だけでなく、異教の（古代ギリシア・ローマ）文献などを参照しながら、 

「神を愛せ」と分かち難く結びついている「隣人愛」について考察している(45)。 

	 ブルトマンは、まず、第二の戒めである「愛の要請、愛の戒め」は、イエスとその教団に特有のも

のではなく、イエスもその教団も、この戒めを自分たちにとって独自の新しい要請とも考えていなか

ったということ（ユダヤ教の文献にも異教の文献にもある要請であること）を確認する。しかしまた、

神への愛と隣人への愛という「二重命令」は、イエスの宣教の連関の中でこそ完全な真摯さを獲得す

るとも述べている。そして、異教の人間中心的な、自己中心的な発想における隣人愛や敵を愛するこ

ととは異なる、キリスト教に特徴的な神への愛と結びついた「隣人愛」について考察している。ブル

トマンの考察は、次の二点にまとめられるであろう。 

	 1）「イエスの愛の要請は、その内容をさらに詳細に規定することも」、そこから「個々の具体的要

請を導出することもできない」性格の要請であるが、「愛の要請は具体的状況の必要によって基礎づけ

られる」。なぜなら、「私が自分のように隣人を愛するべきであるなら、私は具体的状況の中で、私の

行為の方向を明らかに知っている」からである。 

	 2）「イエスの愛の要求は」、「性格の強さや人格的品位の思想」にではなく、「服従の思想、自己断

念という思想」に基礎づけられている。隣人を愛することや敵を愛することは、「一般的人間愛の頂点」

ではなく、「自己主張の断念の頂点」であることを確認している。人間は、異教世界でのように、徳性

を練磨することで神的になる存在ではなく、キリスト教においては、あくまでも「人は神の要請下に

ある者」なのである。 

	 これが、聖書の語っていることであるなら、一体、「隣人」とは、また「隣人を愛する」とはどうい

う行為であろうか。ブルトマンによると、そもそも「私の隣人とはだれか」、「私は隣人に何をなすべ

きか」という問いを他者について発すること自体が、他者に対する誤った行為なのである。なぜなら、

そのような問いにおいては、「私は、自分を汝なしで存在するものであるかのように誤解して」いるか

らであり、「汝を観察し処理すべき事物的世界現象であるかのように誤解して」いるからである。この

ような誤解は、ブルトマンによれば、人間がそもそも「相
・

互共同存在
・ ・ ・ ・ ・

（Miteinandersein）」であり、

「歴史的
・ ・ ・

存在」であることを理解していないことから生じるのである。またブルトマンによれば(46)、

キリスト教的な「隣人」とは、次のような存在だからである。 

 

（…）隣人とは、いつもそこにあり、私がいつももっており、さがし始める必要のな

いものである。人間は、孤立した主体として空虚な空間の中に立つように、世界に立つわ
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けではない。……人間は、どのように他者と出会い、そこで何をなすべきかをあらかじめ

問う必要はない。むしろ、私の存在は、初めから他者と共にある存在である。 

 

	 まず私がいて次に他者がいるのではなく、他者と私がすでに「共にある存在」として世界に中にあ

り、歴史的な具体的状況の中で生きているのである。それでは、「愛する」とは、どういう行いなので

あろうか。上にも見たように、聖書のイエスは、愛とは何であるかを語らない。しかし、愛が何であ

るかを知らないのは、愛さないからだということを自覚させるためであるとブルトマンは指摘する。

またキリスト教的な「隣人愛」について、こう述べている(47)。 

（…）愛とは何であるかという問いは、ただ一つの仕方で答えられる。すなわち、愛

の行ないによって、愛のうちにあることによってである。……信じながら愛を受け取るし

かない。愛を信じるものだけに、愛を認めることが可能になる。 

	  

	 聖書においてイエスが語る隣人愛は、ブルトマンによれば、「行為の内容（Was）」を語らず、「行為

のあり方（Wie）」を示す。それは、他者（汝）と私の結びつきに関する理論的理解ではなく、実践的・

歴史的理解なのである。言い換えれば、実践したのちに、事後的に「これが隣人愛の行いなのか」と

気づくといった仕方でしか把握できないものなのである。 

	 行為の実行において、隣人である他者（汝）と私の結びつきを、その都度の具体的状況の中で理解

するのであり、「隣人の概念」を発見せず「それぞれの隣人」を発見し、私がそれぞれに何をなすべき

かを発見するのである。愛は、克己心や学識のように人が所有しうるものではないし、もちろん個人

をみたす感情・情熱などでもない。愛は、そもそも、他者（汝）と私の関係性の一つのあり方なので

ある。愛は人間の属性でもなく、人間に備わった内容でもなく、人間の相互共同存在的なあり方その

ものなのである。ブルトマンのこうした議論は、筆者には説得的なものに感じた。 

	 ブルトマンは、キリスト教的な「隣人への愛」は「神への愛」と分かち難い「二重命令」であるこ

とをしばしば強調しており、「愛への信仰は、不信がありえないような愛、無限の愛、つまり神への信

仰としてのみ可能であろう」と述べている。しかし、「神への愛」（校訓でいえば「敬神」）という問題

を掘り下げることは、別の論考の課題としたい。 

 

3．チャペルセンターを中心として学生の活動と「隣人愛」 

	 ドロシー・セイヤーズとブルトマンに拠りながら、「隣人愛」について考察してきた。筆者は、着任

以来、チャペルセンターに集うそれぞれの学生に寄り添いながら、Ⅲで紹介した活動に没頭してきた。

その活動は、まだまだ実現できないでいることもあるが、継続して実施することで学内の関心も少し

ずつ増えているように感じる。 
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	 しかし、そうした活動について、キリスト教神学的に考察を加えることはもちろん、それらを聖書

の中に基礎づけする余裕も持てずにいた。そのことを課題として感じながらも着手せず、日常の業務

に追われるかのように慌ただしく過ごしてきたのである。しかし、幸いにして紀要執筆の機会が与え

られ、昨年度は校訓の一つである「自修」を巡る考察をまとめることができ、今回、「愛人」について

の論稿である本稿を書き進める過程で、それが貧しい考察であることは自覚しつつも、日常から少し

離れたところで立ち止まり、自らの活動について考察を進めることができた。とくに、ブルトマンの

隣人と隣人愛についての論考に触れ得たことで、これまで、その都度その都度の判断で他者の声を傾

聴しながら行ってきた活動が、まったく聖書の言葉に基づかない行為ではないことを確認できたのは、

収穫であった。 

 

Ⅵ. おわりに －獄中のボンヘッファーからの励ましー 

 

チャペルセンターに遣わされて以来、筆者は学生と共に礼拝を守り、学生が企画し実施するさまざ

まな活動をサポートしてきた。そうした時としてたわいもない時間を学生や教職員と共有する中で、

筆者はかつて執筆した修士論文『ホスピスにおける魂のケア』を思い起こすことがあった。また大学

院での臨床牧会訓練も振り返り、終末期医療のケアとのかかわりで考察したトゥルナイゼンの「牧会

（＝魂の配慮）」という考え方や「牧会」というはたらきが、終末期医療のみならず、終末期にいたる

までの日常的な生全体をも包み込む、より包括的なものであることを改めて認識した。なぜなら、人

は究極的な死に直面する以前にも、「何か乗り越えがたい課題」に直面するときには、「悲嘆のプロセ

ス」や「死にゆく過程の五段階」に似た経験をするからである。前述した通り、筆者が日々関わる学

生は、これからどう生きていくか悩み、自分らしい人生の道は何かを問い、求め、探っている。また

挫折の中で生きている意味や自己の価値の喪失という経験をすることもある。そのような事柄に直面

する学生に出会うとき、キリスト者としてどうあるべきか、何をなすべきか、しばしば悩み、何度も

自問した。その中で筆者が強められた言葉を引用したい(48)。 

 

（…）キリスト者は、救済信仰を信じる者と同じようにこの地上の課題と困難から、

そして最後は永遠へと逃亡することなどせず、キリストと同じように（「わが神、わが神、

どうして私をお見捨てになったのですか」）この地上の生を味わいつくさなければならない。

そしてそうすることによってのみ、十字架につき給うた方・復活し給うた方が彼のもとに

おられるのだ。そして彼はキリストと共に十字架につけられ、復活する。此岸はその時が

来る前に捨て去られてはならない。……救済神話は人間の限界諸経験から成立する。しか

し、キリストは人間を生の真唯中で捕える。 
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生涯の最後の瞬間に「わが神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか」と嘆いたキリス

トに同じように、キリスト者はこの世の生を味わいつくさなければならないという強烈な言葉である。

修士論文で「痛み」の問題を考えていたときに手にとった本のエピグラフにも、この引用と似ている

言葉があった(49)。「神の子が苦しみの果てにあのような死を遂げられたのは、人間が苦しまないため

ではなく、人間の苦しみもまた、彼のそれに似るためであった」。どちらも、II で引用したフランクルの

「人生に意義があるなら、苦しみにも意味があるはずだ。苦しむことは人生の一部であるからだ」という言葉と

通じるような言葉である。 

筆者にとって、このように生きることは不可能かもしれない。しかし、自分にできるベストを尽く

して「キリストに倣いて」生きることなら目指せないことではないように思える。そして、その人生

の中で、ブルトマンのいうような隣人愛的な共同体のあり方を維持することができたらと思う。最後

にもう一箇所引用したいと思う(50)。 

 

（…）後になって僕は経験したし、今のこの時に至るまで経験しているのだが、人は

生の完全な此岸性の中で初めて信じることを学ぶのだ。自己自身を何かに仕立て上げるな

どということを－それが聖人であれ回心した罪人であれ、あるいは教会人（いわゆる司祭

的人物！）であれ、または義人であれ悪人であれ、病人であれ健康な者であれ－全く断念

したときに、－そしてこれを僕は此岸性と名づけるのだが、つまり、課題や問題、成功や

失敗、いろいろな経験や行きづまりが満ちている中で生きてゆくことであるが－、その時

にこそ人は自らも全く神の腕の中に投げかけているのであり、その時にこそ人はもはや自

己の苦しみではなく、この世における神の苦しみを真剣に受けとめている……そしてこの

ようにして人は一人の人間に、一人のキリスト者になる。……もし人がこの此岸的生活の

中で神の苦しみを共に苦しむならば、成功のときにたかぶったり、失敗の時にうろたえた

りすることがどうしてあろうか。 

 

ブルトマンによると、自己自身を何かに仕立てるなどということを全く断念することとは、キリス

ト教的な「隣人愛」のあり方であった。私たちはイエスのように、神の愛を信じることによってのみ

可能となるような自己放棄は実践できない。しかし、可能な限りイエスに倣って、たかぶったり、う

ろたえたりすることなく、チャペルセンターの活動に参集して「隣人愛」を実践する学生たちととも

に、此岸的生活を味わい尽くしていきたいと思う。そして、学生たちの魂に燃えている校訓「愛人」

の焔に−−「キリストの愛、霊の働きは、ふいごを以て空気を入るるが如し」という新島襄の言葉にあ

るように(51)−−風（プネウマ）を送り込んでいきたいと願っている。	  
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注 

 
                                                   
(1) 他のキリスト教学校はおおむね「敬神」、「隣人愛」を標榜しているが、「自修」を掲げるところは、あまり例が

ない。 
(2) 会衆派とは、プロテスタントの一教派である。各個教会の独立自治を重視し、日本においては、同
志社の創立者である新島襄によって伝道された。 
(3) アルフォンス・デーケン「ホスピスの思想と歴史」『日本のホスピスと終末期医療』（生と死を考え
るセミナー集第 4集）飯塚眞之編（春秋社	 1998年）、8頁。 
(4) 同書、9頁。 
(5) 同書、11頁。 
(6) 同書、13頁。 
(7) 同書、14頁。 
(8) Quality of Lifeは、一般的に「生命の質」と訳され、また QOLと略される場合がある。現代の医
科学技術がますます専門化するなかで、医療側のみの価値判断等で治療処置が行なわれ、かえって「生

命の質」が失われてしまうということが生じてきた。QOLは、こういった状況に対して患者や家族の
人生観や価値判断を優先させ、生命・生活・人生の質的内容を重んずべきことを、医療や福祉の場で

主張する考えである。 
(9) 悲嘆のプロセスとは、愛する人や自分にとって大切な存在の喪失によって起こる強い情動反応を伴
った一連の心理過程のことである。アルフォンス・デーケンは、悲嘆のプロセスの 12段階として、 
	 	 1）精神的打撃と麻痺状態 
	 	 2）否認 
	 	 3）パニック 
	 	 4）怒りと不当感 
	 	 5）敵意とサンチマン（うらみ） 
	 	 6）罪意識 
	 	 7）空想形成 
	 	 8）孤独感と抑うつ 
	 	 9）精神的混乱とアパシー（無関心） 
	 	 10）あきらめ−受容 
	 	 11）新しい希望−ユーモアと笑いの再発見 
	 	 12）立ち直りの段階−新しいアイデンティティーの誕生、を挙げている。 
(10) 悲嘆の仕事（Grief Work）とは、悲嘆から回復するために、死別体験者は「悲嘆のプロセス」を
経るといわれている。その際に苦しみを体験し、乗り越えていく個人の営みのことである。 
(11) 霊的（Spiritual）という用語の定義によると、「霊的」とは、人間として生きることに関連した経
験的一側面であり、身体感覚的な現象を超越して得た体験を表す言葉である。多くの人々にとって「生

きていること」がもつ霊的な側面には宗教的因子が含まれているが、「霊的」は「宗教的」と同じ意味

ではない。霊的な因子は身体的、心理的、社会的因子を包合した人間の「生」の全体像を構成する一

因子とみることができ、生きている意味や目的についての関心や懸念と関わっていることが多い。特

に人生の終末に近づいた人にとっては、自らを赦すこと、他の人々との和解、価値の確認などと関連

していることが多い。 
(12) ウァルデマール・キッペス『スピリチュアルケア』（サンパウロ	 1999年）、26頁。 
(13) 同書、26頁。 
(14) キルケゴール『不安の概念・序文ばかり』氷上英廣・熊沢義宣訳（白水社	 1978年）、62頁。 
(15) ヴィクトール・エミール・フランクル『それでも人生にイエスと言う』山田邦男・松田美佳訳（春
秋社	 1995年）、162頁。 
(16) キューブラー・ロス	 スイス生まれの精神科医。『死ぬ瞬間』の中で「死にゆく過程の五段階」を
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述べている。これは、終末期患者の精神的援助に大きな貢献をした。彼女の分析は次のようである。 

否認−死の告知を受けたショックで、そのこともまともに受け止められず、否認する。 
怒り−死という現実を認めざるを得なくなり、怒りの感情が生じる。 
取引−延命のために神や仏と取引する状態。 
抑うつ−以上の三つの段階が駄目だと分かると、うつ状態に陥る。死を受け入れるための絶対的

な悲しみを経験する。 
受容−来るべき自分の死を静かに見つめることができる状態。 

(17) ウァルデマール・キッペス	 前掲書、109頁。 
(18) 窪寺俊之『スピリチュアルケア入門』（三輪書店	 1999年）、73頁。 
(19) 同書、74頁。 
(20) 同書、74頁。 
(21) 神田健次・関田寛雄・森野善右衛門編『総説	 実践神学』（日本基督教団出版局	 1993年）、165 
頁。 
(22) 同書、165頁。 
(23) 西垣二一『牧会カウンセリングをめぐる諸問題』（キリスト教新聞社	 2000年）、142頁。 
(24) 神田健次・関田寛雄・森野善右衛門編『総説	 実践神学』（日本基督教団出版局	 1993年）、167
頁。 
(25) 同書、168頁。 
(26) W・オーツ『現代牧師論』近藤裕訳（ヨルダン社	 1968年）、196頁。 
(27) 同書、196頁。 
(28) 同書、203頁。 
(29) 毎週月曜日、火曜日、水曜日の 10時 25分から 10時 50分に行われている。 
(30) キリスト教教育週間とは、チャペルセンターが掲げる年間標語にあわせ、テーマに沿った講師を
招き、通常より長いチャペルアワーを毎日行い、キリスト教スピリットについて学びを深める特別な

一週間のことである。 
(31) 半日修養会とは、チャペルセンターが掲げる年間標語にあわせ、外部講師を招き、礼拝と講演の
ときをもつ、養いの時間である。 
(32) 公益財団法人ウェスレー・ファウンデーションは、女性のエンパワメント、青少年の育成、人道
支援を活動のミッションとし、In-house Programsと、海外に研修生を派遣する Overseas Training、
ミッションを同じくする団体への助成・支援・サポートを展開している財団である。 
(33) 公益財団法人ウェスレー・ファウンデーションの提供する Overseas Trainingは、「若い女性のリ
ーダーシップ研修 inカンボジア」、「女性リーダーシップ研修 inミャンマー」、「ユース・サマーキャ
ンプ in USA」などがある。 
(34) 2016年度は、「Peace Seminar in Korea  Aug16-21, 2016, Seoul, South Korea」に 1年生の学生
を派遣。また、「Asian Young Women’s Leadership Development & Dialogue in Vietnam  Feb5-12, 
2017,Vietnam」に 1年生の学生を派遣予定。 
(35) 「Women’s Empowerment Forum  Apr29-30, 2016,Wesley Foundation」 
(36) 「Work Study Camp in Thailand  Feb9-14, 2016, Ching Mai, Thailand」、「World Federation of 
Methodist & Uniting Church Women(World Church Women’s Assembly in Texas)	 Aug29-Sep5, 
2016, Houston, USA」に参加。 
(37) 臨床牧会訓練（Clinical Pastoral Education）は、病院で行われるプログラムであり、病床訪問を
し、患者の言葉を謙虚に聴き、その後逐語記録を作成。その記録に基づき討議を行い、スーパーヴァ

イザーとフィードバックを行う一連の訓練である。筆者は大学院在学中この訓練を受講。 
(38) H・J・M・ヌーウェン『傷ついた癒し人』西垣二一・岸本和世訳（日本基督教団出版局	 1981年）、
189頁。 
(39) E・トゥルナイゼン『牧会学Ⅰ−慰めの対話』加藤常昭訳（日本基督教団出版局	 1961年）、59頁。 
(40) 同書、13頁。 
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(41) 同書、99頁。 
(42) ドロシー・セイヤーズは、アガサ・クリスティーとともに「ミステリーの女王」と称されるドロ
シー・セイヤーズと同一人物である。セイヤーズは、推理小説の他にも、ダンテの『神曲』を英訳し

たり、キリスト教的なエッセイを書いている。 
(43) ドロシー・セイヤーズ『ドグマこそドラマ—なぜ教理と混沌のいずれかを選ばなければならない
のか』中村妙子訳（新教出版社	 2005年）、118−119頁。「人はなぜ働くか」は、第二次世界大戦中の
1942年 4月 23日、イングランド、イーストボーンでの講演原稿。 
(44) 同書、122頁。	
(45) 以下の考察は、R・ブルトマン『イエス』川端純四郎・八木誠一訳（未來社	 1963年）、112−123
頁。および、R・ブルトマン「隣人愛というキリスト教的な戒め」、『ブルトマン著作集 11 神学論文
集 I』土屋博訳（新教出版社	 1986年）、260−78頁。 
(46)	 R・ブルトマン「隣人愛というキリスト教的な戒め」、『ブルトマン著作集 11 神学論文集 I』土屋
博訳（新教出版社	 1986年）、262頁。	
(47) 同書、269、271、272−273頁。 
(48) E・ベートケ編『ボンヘッファー獄中書簡集 「抵抗と信従」増補新版』村上伸訳（新教出版社	 1988
年）、391頁（1944年 6月 27日付け・エバハルト・ベートケ宛書簡）。 
(49) C・S・ルイス『痛みの問題	 ルイス宗教著作集 3』中村妙子訳（新教出版社	 1976年）のエピグ
ラフとしておかれたジョージ・マクドナルドの言葉。 
(50) E・ベートケ編、前掲書、424頁（1944年 7月 21日付け・エバハルト・ベートケ宛書簡）。 
(51) 新島襄の説教草稿「愛とは何ぞや」にある言葉。同志社編『新島襄 教育宗教論集』（岩波書店	 2010
年）、179頁。1886年 5月 30日、仙台教会（現日本キリスト教団東一番町教会）で行った説教の草
稿。 
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日本人とキリスト教： 
国家主義体制下のキリスト教主義学校 

 

The Japanese and Christianity： 

Christian Schools under Nationalism in Japan 
 

深津容伸 

Yoshinobu Fukatsu 
 

要旨 

日本は1889年に大日本帝国憲法を、そして翌1890年には教育勅語を発布し、天皇制による国家体制、

国家神道による精神統一を進めていった。しかしその際、教育上妨げとなると判断されたのが、キリスト

教主義による学校教育、キリスト教教育だった。海外の宣教師たちによって設立されてきたキリスト教に

基づく学校教育は、特に女子教育、幼児教育において先駆的役割を果たしてきたが、国粋主義に舵を切っ

た日本政府、文部省にとって、自由、平等、博愛の精神などを唱えるキリスト教に基づく学校教育は邪魔

な存在だった。そこで、文部省はキリスト教に基づく学校教育は認めないとして、1899年訓令第十二号を

発令した。これは宗教教育を続けるならば、上級学校への受験資格、徴兵猶予、官吏任用受験資格などの

学校が持つ特権を失うことを意味した。本稿では、このことに対しキリスト教主義学校はどのように対処

したか、その際の問題点には何があり、その後の歴史にどのような影響を及ぼしたかを見ていきたい。 

 
キーワード；キリスト教教育、訓令第十二号、大日本帝国憲法、内村鑑三、日本国憲法 

 

（１）訓令第十二号 

太平洋戦争前、中国大陸への日本による侵略に対する批判を強める欧米との緊張が増す中、

1933年、日本は国際連盟を脱退し、特に経済制裁を強めるアメリカとの対立を深めた。対外的

に日本は戦争へと突き進む一方、国内的には思想、信仰への統制（それはすでに、1928年3月15

日の共産主義者の一斉検挙に見られていたものであるが）を計り、キリスト教は敵国宗教とし

てその矢面に立たされることになる。教育面においては、兵士として戦場へと向かい、国のた

めに命を捧げる教育が必要不可欠とされ、国家神道の下での国民の精神統一へと教育を進める

中で、キリスト教を奉じるミッションスクールはその目的に反するものとして弾圧された。す

べてのキリスト教主義学校は、その教育理念であるキリスト教を捨て、普通学校となることが

強要された。 

後に述べるように、山梨英和女学校もその例外ではなく、1943年、普通高等女学校となり、

聖書の授業も礼拝もない学校となった。聖書は密かに屋根裏部屋で読まれるという状態だった
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が、やがてそれもなくなった。しかしこのことには、伏線となる出来事が過去にあるのであ

って、突然生じたものではない。日本は1889年に大日本帝国憲法を発布し、天皇制国家である

ことを宣言するとともに、神道を国家神道に位置づけた。そして翌年には教育勅語を発令し、

国民は天皇と国のために身を捧げることを命じ、重要行事にあたっては、学校でこれが読まれ

ることを定めた。しかし一方で、反キリスト教の風潮の中で困難が増すキリスト教宣教の打開

策として、宣教団体は学校教育に力を入れ、日本各地にキリスト教主義学校が設立された。 

このキリスト教信仰に基づく学校の設立が勢いを増していく中、それを苦々しく思っていた

のは文部省だった。それはイエス・キリストのみを信仰の対象とするキリスト教が、国家神道

と相いれないばかりでなく、天皇と国家に身を捧げるという教育勅語の精神にも反すると見ら

れたからである。そこで文部省は1899年訓令第十二号を発令し、すべての学校教育にあって

は、宗教教育を禁じるとした。この訓令の言おうとすることは、文部省において制度上学校と

認められた所では、国立、公立、私立を問わず、宗教教育をしてはならない。たとえ学課外で

あっても宗教教育、宗教儀式を行うことは許されないとするものであった。これは、キリスト

教主義を続ければ学校としては認められないということであり、上級学校及び官吏任用への受

験資格や徴兵猶予の特権も持たない各種学校となることを意味した。この訓令に対するキリス

ト教主義学校の代表者たちによる反対運動については様々な研究があるが、ここでは特に氣賀

健生著「『文部省訓令第十二号に対する本多庸一抗議論文』について」を取り上げたい。 

本多庸一は当時青山学院総理であり、明治学院総理井深梶之助たちと反対運動を展開した。

この年、日本は治外法権撤廃が実現し、外国人居留地が廃止されるとともに、外国人と日本人

が雑居することが可能となった。これに伴い、政府としては大日本帝国憲法、教育勅語等によ

り目指している日本人の精神統一が阻害される危機感を覚えるに至った。そこで教育面からそ

の危機を回避しようということになった。その際もっとも危険視されたのが、キリスト教信仰

に基づく教育だった。本多庸一の論文ではこのことを見抜き、訓令第十二号の目指すことは、

キリスト教教育の排除であると論じている。そしてこの訓令が憲法で保証されている信教の自

由に反するものであり、諸外国からも非難を招くものであると語る。キリスト教主義学校が結

束しての反対（実際、このことを契機として基督教教育同盟会[現、キリスト教教育同盟]が立

ち上がった）に遭い、文部省もキリスト教主義学校の上級学校、官吏任用の受験資格、徴兵猶

予を存続させることとなった。しかし問題は、訓令そのものを正式に取り下げた訳ではなく、

適用を猶予したにすぎないということであり、残念ながらキリスト教主義学校はそのことに気

付いていなかった。すなわち、キリスト教信仰に基づく教育が、日本人の精神統一を目指す教
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育には邪魔であるとする傾向は、教育行政の水面下に潮流として流れ続け、太平洋戦争を前に

して顕在化することになる。さらに付け加えれば、当時ほとんどのキリスト教徒が信仰者であ

ることと同時に、天皇制の下での良き臣民であることとは何ら矛盾することではないと考えて

いた（それは本多庸一、井深梶之助にとっても同様である）。結果として、日本のキリスト教

徒が共産主義者のように天皇制国家と対立するようなことはなく、むしろ国家に従順だった（こ

の点では、旧約聖書の預言者的視点から、国家を見張る姿勢に立ち続けた内村鑑三、矢内原忠

雄等は特異な存在だった）のであるが、両者の矛盾に気付き、危険視していたのは政府の方だ

った。 

それ故、キリスト教界、キリスト教主義学校は気付かなかったかもしれないが、事の発端は

大日本帝国憲法の発布の中にあった。政府はこの憲法をヨーロッパのドイツから取り入れたの

であるが、その際、憲法の基底となる神を、天皇に置き換えたのである。キリスト教界はこの

憲法が信教の自由を保障（28条、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於イテ」

の条件が付けられており、後にこれが拡大解釈されて宗教弾圧につながる）している故に歓迎

した。しかし内村鑑三は教育論を展開する中で、西欧の教育論の根幹となっている神を天皇に

置き換えている欺瞞性に気づき、批判を加えており、こうした姿勢が日本の堕落の根本にある

としている。  

憲法で日本政府は天皇を神（西欧世界と同じく絶対神）とすることを鮮明としており、翌年

の教育勅語の精神にもつながっている。こうした日本の一連の流れへの反発が内村鑑三の根底

にもともとあって、教育勅語を巡る不敬事件が起こったとも言える。内村鑑三の眼力の鋭さは

預言者的とも言えるものであり、それは三教会同（1912年）7への批判にも見ることができる。

この時、内務大臣原敬は、神道、仏教、キリスト教の指導者たちを招集し、これら諸宗教を通

しての国民道徳の発展に期待する旨を述べた。これに対しキリスト教界は、政府が日本の伝統

的宗教と並んで、キリスト教の価値も認めたことを喜んだのであるが、内村鑑三は政治権力に

よる宗教利用に過ぎないと見抜いていた8。実際、キリスト教界は国家権力に完全に取り込ま

れ、無教会派を除いては、戦争へと突き進む日本の軍部に協力することはあっても、批判し、

抑止するものとは到底なりえなくなっていた。それでも、日本国家はキリスト教をあくまでも

危険視し、太平洋戦争にあたっては、思想統制のために作られた特高警察によって、（神道以

外の他宗教に対してでもあるが）厳しく弾圧した。この宗教弾圧に至って初めて、一部のキリ

スト教徒（特に、ホーリネス派）は、（良き臣民である自分が何故弾圧されるのか理不尽さを

感じながら）信仰者としての抵抗を示すことになる。 
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（２）山梨英和女学校の場合 

ここで、国家主義体制下でのキリスト教主義学校の対応として、山梨英和女学校の場合を取

り上げ,具体的に見てみたい。1925年の治安維持法公布、1928年の共産党員検挙（これは後のキ

リスト教を初めとする宗教への弾圧へとつながるものであるが、キリスト教界にとっては対岸

の火にしか見えなかった）など、政府による思想統制が強まる中で、文部省は1930年、諸学校

に対し神社参拝を要求した。これに対し基督教教育同盟会は、信教の自由を盾にして遺憾表明

を出したが、むしろ弾圧は強まるばかりで、全国のキリスト教主義学校はこれを受け入れてい

る。1932年満州国建国、1933年国際連盟脱退、1934年ワシントン条約破棄と、欧米との対立を

深めていく中で、それと呼応するかのように山梨英和女学校では、1939年には日本人初めての

校長として雨宮敬作が就任している。 

山梨英和女学校は、初代校長ウィントミュート以来、カナダメソジスト教会の女性宣教師が

校長を務めてきたのであるが、これは欧米との関係を断つという上記の政治的動静と関連して

いる。さらに文部省から、学校名に外国的名称がある場合は変更するように要請され、1940年

山梨英和の場合は「英」が「英国」を指すことからこれを変更し、「山梨栄和」となった（戦

後、1958年に70周年記念式を執り行うとともに、名称を「山梨英和」に戻した）。決定的な弾

圧は、1943年キリスト教主義を廃し、普通高等女学校にさせられたことだった。これは先に言

及した、一旦水面下に潜った1899年の文部省訓令第十二号の傾向が、再び顔を出したものと言

える。文部省によるキリスト教教育危険視は、キリスト教主義学校がどれだけ従順に国家権力

に対応してこようと、一つの傾向として水面下に流れ続けていた。それはキリスト教信仰が天

皇を（絶対）神とする国家神道とは相いれないという根強い認識に基づいたものである。 

以上のことばかりでなく、山梨英和は経営的にも窮地に追い込まれた。それは1940年に文部

省が学校経営の独立を要請したからである。この要請はカナダ合同教会（1925年、カナダメソ

ジスト教会は長老派、会衆派などと合同し、この名称となった）からの補助金を断ち切らせる

ためのものだった。当時、学校経営における補助金が占める割合は44.1％だった。このため学

校としては、授業料を値上げし、さらに入学定員を増やすなどの対応を取らざるをえなくなっ

た。そこで、山梨英和女学校の在籍者数の推移をたどってみたい9。 

1938年224名、1939年273名、1941年391名、1942年438名、1944年562名（疎開入学者20余名を

含む）、1945年721名（疎開入学者を含む）。 
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先にも述べたように、経営的に山梨英和女学校は入学者数、生徒数の増加（1944年は1939年

の2倍以上に達している）を図らなければならなかったのであるが、政府、軍部の国家権力によ

るキリスト教、キリスト教主義学校への弾圧が増す中での増加であることに注目したい。さら

に言えば、1941年の太平洋戦争開始以降、庶民の生活は苦しくなる一方であり、実のところ学

校どころではなくなっていったと思われる。生徒の中には疎開入学者がいたとはいえ、庶民の

生活が窮迫していく中、生徒数は増加の一途を巡っている。これは何を意味するのだろうか。

一つの見方を言えば、国家権力が危険視し、数々の弾圧を加えようと、山梨英和女学校は山梨

の地にしっかりと根をおろし、山梨県民に支持され、支え続けられていたということである。

これは、創立以来の教職員の努力の賜物であり、女子教育の老舗という思い、愛校心が、山梨

県民にも広がっていたということであろう。 

 ここで、先にも触れたこの時期の校長、雨宮敬作について言及しておきたい。彼が校長に就

任した1939年は、山梨英和女学校にとって、苦難の始まりの時期であった。就任から二年後の

1941年には校名を「英和」から「栄和」に変更することになり、1943年には高等女学校に改組

し、キリスト教主義学校であることをやめた。以後学校は隠れキリシタンのような状態となり、

秘かに屋根裏部屋でバイブルクラスが行なわれるという有様だった。しかし、かの隠れキリシ

タンとは異なり、1944年には戦争が激しくなって、生徒が勤労奉仕のため出席が適わなくなり、

それも取りやめとなった。そして1945年7月6日には甲府が空襲に遭い、校舎が丸焼けとなった

（学校資料の大半をこの時失った。ちなみにそれに先立つ3月10日には東京大空襲があった）。

そして1945年8月、終戦を迎え、富士川国民学校に生徒を集めて授業を開始する。1946年、カナ

ダ合同教会本部が調査に乗り出し、1947年には新校舎を建設し、学校が新しく軌道に乗ったの

を見届けて、1953年に教職を退いている。そして1961年、85才で逝去した。 

以上を見てみると、山梨英和の最も困難な時期に、その困難を乗り越えるためだけに校長とな

ったような思いがする。その困難とは、校名変更、建学の精神であるキリスト教主義の取り下

げなど屈辱の歴史と戦後の学校再建である。日本人は、総じてまじめな国民性を持ち、それは

キリスト者の場合も同じである。隠れキリシタンの存在を見ればわかるように、忠実に宣教師

の教えを守ろうとする。雨宮敬作は校長として、高等女学校になるという踏絵にも等しい事態

に対し、廃校となってもキリスト教主義を貫くという意志を持っていた。しかしその経緯は不

明であるが、それは適わなかった。まじめな日本人キリスト者にとってはあまりに厳しい事態

であり、断腸の思いだったであろう。この時期、天皇を（最高）神として信じるかどうかを踏

絵としてのキリスト教迫害が日本では起こっており、認めないものは投獄された。多くの牧師
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たちが投獄され、裁判にかけられた（獄中死もある）が、認めて難を免れたキリスト者も数多

くいた。キリシタン迫害の時ほどではないにしても、殉教の覚悟をしたキリスト者も数多くい

たので軽々には言えないが、弾圧者が無理やり言わせる、させることにどれ程意味があるかと

も思う。信仰とは個々人の魂に属するものであって、これは何人といえど触れることのできな

いところにある。あのすさまじいキリシタン迫害に際し、死んでまで踏絵を拒否する必要はな

いと多くのキリシタンたちは考えていた。自らがキリスト教に忠実な信徒であると自覚さえし

ていれば、それは神の認めるところである（それは宣教師たちの教えでもあった）と信じてい

たからである。国家主義体制下の迫害の中、キリスト教主義学校は良く耐えたと思う。神社参

拝を強制され、校名を変え、キリスト教主義をやめさせられ、山梨英和については空襲で校舎

も失った。あとはいったい何が残っているというのだろうか。だったら廃校を選ぶという決断

の方が簡単だったかもしれない。雨宮敬作は校長として、山梨英和を、学校を存続させた立役

者だった。彼を初めとして、教職員のキリスト教信仰を土台とする愛校心の強さ、また教職員、

生徒という人材が残っていたからこそ学校は、キリスト教主義学校として復活することができ

た。そして先に述べたように、政府、軍部からは睨まれ、圧力を受けていても、山梨県民は山

梨英和を支持し続けていた。それは終戦の年まで増加し続けた生徒数（721名）から見てとれる。

生活が苦しい中でも、山梨県民は山梨英和に進学させ続けた。こうした人々の中にも、山梨英

和への愛校心は脈々と受け継がれてきていたのである。戦後のキリスト教主義学校の再興には、

海外宣教団からの援助、キリスト教ブームなどの要因が大きいが、迫害の中を耐えてきた教職

員、学生、生徒のキリスト教信仰に基づく愛校心が根底にあったと言える。 

 

（３）結語 

 日本人は多神教であるから宗教に対して寛容な民族であるという言葉は日本人の口からよく

言われるものである。しかしそれは本当なのだろうか。例えば、儀礼や慣習のように行われる

宗教儀式（例えば葬儀や祭り）への参加、そのあり方には強制力があり、現代でもそのような

強制力は残っているし、地方社会によっては根強く存在する。そして戦前はその非寛容な強制

力が国家権力の強化に利用されたとも言いえる。国家神道の下での、植民地を含む全国民に課

せられた神社参拝も宗教ではなく、儀礼、習俗として強制された(朝鮮半島では独立運動も伴っ

ており、さらに苛烈を極めた)。そして、慣習、儀礼という名を借りての思想統制、強制、政治

権力による宗教利用の危険は今もあり、それは年々強まっている。国家神道にとって、他宗教
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の信仰者が許せなかったのは、自らの宗教を国家神道の上位に位置づけているからである。あ

のまま国家主義が続いていたら、日本は国家神道一色の国になっていたかもしれない。一神教

であれ、多神教であれ、政治権力と宗教が結びつけば、排他性、強制力が増大するのは当然で

ある。 

訓令第十二号の根底にある傾向は生き続けていた。それは天皇を頂点とする国家主義体制に

とって、キリスト教は邪魔であるとする傾向である。時代の根底に流れるそうした傾向を見極

めることこそが重要であり、それは現代を見極める上でも言えることである。大日本帝国憲法

(明治憲法)には信教の自由が定められた。これは、キリシタン禁令の高札の撤去の時と同様、

諸外国からの批判を意識してのものと思われる。日本はキリシタン禁令の高札はなくしたが、

だからといってキリスト教禁令を取り下げたわけではなかった。いわばなしくずし的にそれを

機会として宣教師が続々と来日し、公に活動を始めたのであり、日本人の根底にキリスト教危

険視の傾向は流れ続けていた。しかし大日本帝国憲法によって、初めてキリスト教は一つの宗

教として公に認められ、キリスト教界はこれを歓迎した。しかし、この信仰の自由には「安寧

秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於イテ」という条件が付けられていた。これは

言い換えれば個人の自由よりも国家とその秩序を優先するということである。この憲法の制定

者たちには予想もできなかったかもしれないが、個人よりも国家を、国民よりも国家を優先す

るというこの傾向が、軍部の暴走、諸宗教への弾圧をもたらしたのである。また、国家が神道

と結びつき、儀礼、習俗として全国民、植民地化した諸外国にまで神社参拝を強要し、抵抗す

るものを「安寧秩序を妨」げ、「臣民タルノ義務ニ背」くものとして容赦なく検挙したり、処

罰したりした。江戸時代のキリシタン禁教令以来のキリスト教危険視、仏教、神道の宗教行事

を社会的儀礼、習俗行為とする見方は日本人が持っていたものだった。それらを国家権力は巧

みに利用し、国民の精神統一、権力の維持発展に努めることになる。 

現在の日本国憲法では、政教分離が厳しく定められるとともに、信教の自由が無条件で認め

られ、法の定めのもと、特に生き方、価値観については、個人の自由を優先するものとなって

いる。国家とは、農業に例えて言えば農家のためのJA（農業協同組合）のようなものであって、

国民あっての存在である。JAが、親に孝行しろとか、兄弟は仲良くしろなどと命令するだろう

か。たとえその内容が良いものであろうと、国家が道徳内容を語り始めたら注意が必要である。

それは国家権力の増大へとつながる。キリスト教主義学校が、キリスト教、聖書の授業をもっ

て道徳科目としているように、道徳は個々の教育機関、教師、親、国民一人ひとりに委ねられ

たものである。道徳とは人の生き方を教えるものであり、もちろん法が許す範囲内ではあるが、
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それは個々人の自由に属する。国家権力が道徳を語ることは、国民個人の生き方への干渉であ

り、危険な行為となる。なぜなら、その流れの中で、「国家（公共）のために」という言葉が

出され、太平洋戦争前の日本におけるように、国民として身命を賭して国を守る義務を果たせ

と命じるようになるからである。その行きつく先は、戦前の日本の再現であり、近隣諸国との

断層帯を深め、広げる危険があることを覚えなければならない。 
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精神分析的心理療法における「抱えること」 
―文献研究― 

 

Holding in Psychoanalytical Psychotherapy 

: philological study 

 

堀江 桂吾 

Keigo Horie 
 

要 旨 

 精神分析家 Winnicottは，”holding”という日常語を用いて，早期の母子関係及び治療関係につい

て多くの論考を行った。そして，この言葉が日本語に翻訳される際にも「抱っこ」あるいは「抱え

ること」という日常語が採用され，多義的な含みを持ったまま，多産的な概念として，多くの研究

者に使用されてきた。一方，研究者によって意味づけが異なる部分も見られ，誤解や理解の困難も

生じやすいとも言える。 

そこで本研究は，まずWinnicottの著作のなかで「抱えること」が使用されてきた文脈を明確に

する。続いて，「抱えること」という言葉が日本の精神分析的心理療法の世界においてどのように

活用されてきたかについて文献研究を行う。そして，それらがどのように重なり，あるいは異なる

のか，その範囲を明らかにすることを目的とする。 

文献研究を経て，本邦において「抱えること」は，①解釈，②物理的な保護，③安定した治療構

造の供給，④環境としての母親，⑤生き残ること，⑥その他の６つに分類することが出来た。これ

らは，元来Winnicottが用いていた文脈と重なる部分もあれば，重ならない部分もあった。日常語

である「抱えること」という言葉が使用されたことから，このような多様な使用法が許容されてき

たと考えられる。この言葉を使用する者は，敢えて日常語を用いたWinnicottにならい，「抱える

こと」という日本語の持つ意味の広がりを十分に自覚した上で使用することが求められると言える

だろう。 

キーワード：抱えること 精神分析的心理療法 精神分析研究 

 

Ⅰ はじめに 

精神分析家Winnicottは，”holding”という日常語を用いて，早期の母子関係について論じるとと

もに，治療関係についても多くの論考を行った。そして，この言葉が日本語に翻訳される際にも「抱

えること」という日常語が採用され，多義的な含みを持ったまま，多産的な概念として，多くの研究

者に使用されてきた。当然，研究者によって意味づけが異なる部分も見られ，誤解や理解の困難も生

じやすいのが現状である。 

本研究において筆者は，まずWinnicottが「抱えること」という概念を使用した文脈を，Winnicott

の著作，およびWinnicottについて論じた Grolnick(1990)，Abram(2007)という代表的な二人の論
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者の著作，そして日本でWinnicottの研究を代表する北山(2001a)，館(2013）の論考を参考にしなが

ら明確にする。続いて，「抱えること」という概念が日本の精神分析的心理療法の世界においてどの

ように活用されてきたかについて文献研究を行う。そして，Winnicottの用いた「抱えること」の文

脈と，我が国で使用されている文脈との共通点や相違点について明らかにする。 

 

Ⅱ 「抱えること」の定義 

Winnicottは，早期の養育をモデルに「抱えること」というアイデアを膨らませていった。そして，

スキゾイド，境界例，母性剥奪体験を持つ精神病質，そして精神病などの患者との治療にそのアイデ

アを適用した。そもそもWinnicottの理論は理路整然としたものではなく，さまざまな概念が有機的

につながっている。よって，「抱えること」だけ取り挙げて論じることは大変難しい。本稿では，

Winnicottの論じた早期の養育モデルと関連付けながら以下に概略を記す。 

Winnicott(1960b/1977)は，生まれたばかりの乳幼児の傍らには，乳幼児に同一化することで，乳

幼児が欲求不満に出会う前に，速やかにその欲求を満たすことが出来る養育者がいると想定している。

Winnicottは，乳幼児に同一化する養育者の機能を「母親の原初的とらわれ」(Winnicott，1963a/1977)

と述べた。そして，このような状態の乳幼児について「絶対的依存」(Winnicott，1963a/1977)の状

態と名付けた。 

Winnicottは，このような母親について「抱える環境」(Winnicott，1960a/1977)や，「環境とし

ての母親」(Winnicott，1963b/1977)とも表現している。そこには「絶対的な依存」の状態にある乳

幼児にとって母親が対象ではない，というアイデアが含まれている。そのためWinnicott(1958/1977)

にとって，「絶対的な依存」の状態にある乳幼児は「孤立」している。Winnicottの言うところの「孤

立」は，他の誰かと一緒にいるときに，安心して一人でいられる状態を指している。乳幼児が，誰か

が傍らにいても，その存在に脅かされず「存在の連続性」を維持することができる(Winnicott，

1960a/1977) のは，「一人でいられる能力」(Winnicott，1958/1977)という言葉の通り，一つの達成

である。 

さて，これより治療機序としての「抱えること」について整理する。まずWinnicott(1963b/1977)

は，「抱えること」について，「患者の体験している内界の不安を知り理解していることを示すよう

な何かを適切な瞬間に言葉で伝える」，即ち解釈が基本であると述べている。この観点については，

Grolnick(1990)の論考が参考になるだろう。米国でWinnicottの理論を紹介した彼は，Winnicottの

著作を「ウィニコッティアンの原則」「対象および対象関係の感覚における発達」「治療者への警句」

など 11の章に分けて論じている。著者は，Winnicottが健康な患者は「抱えること」を内在化でき

ており，治療設定と治療者の言葉によって「抱えること」が可能であるが，そうでない患者は，治療

者によってそれを外的に提供する必要があると考えていた，と論じている。 
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またWinnicottは，「抱えること」を字義通りに「実際に身体で抱っこ」(Winnicott，1963b/1977)

すること，あるいは「物理的な侵害からの防護」(Winnicott，1960a/1977)という観点からも論じて

いる。これは，Winnicottに分析を受けた Little(1990/1992)の報告によって具体的に記されている。

彼女は，実際に手や頭を抱きかかえられながら解釈された場面や，心理療法の際に食べ物が提供され

たこと，衝動コントロールが困難になると，車のキーを取り上げられたり，入院治療を導入されたり

した経験についても記している。このような治療上のアレンジは精神医学的にはマネージメントとし

て論じられる機能である。Abram(2007)は，Winnicottの主要な 22の概念を論じた辞典形式の著作

のなかで，「抱えること」について４つの観点から論じている。それは，第 1に境界と構造，第 2

に抱える機能，第 3にパーソナルな存在になること，第 4にマネージメントである。彼は，Winnicott

が「反社会的傾向を示す子どもや青年の治療に際して，抱える環境の一つとしてマネージメントが重

要であることを強調している」と述べている。 

さらにWinnicott(1960a/1977)は，「日夜を通じてなされる，お決まりの世話」という，目立たな

い形で延々と続く日々の養育も「抱えること」に含めて論じている。この側面について北山(2001a)

は，「誕生日を楽しく祝った夜，プレゼントをもらったことは思い出しても，あの場所を守ってもら

っていたことは思い出せないのである」「それはクリスマスの夜のことだけではない。前日もそのま

た前日も，乳幼児の寝床は守られねばならない」と表現している。治療機序としての観点からは，

Winnicott(1963b/1977)は，スキゾイド的な患者に対して「設定を維持すること」のような，解釈と

比べて「賢くない方法」が最も重要であり，「沈黙の期間が患者のなしうるもっとも有効な作業とな

り，分析医は自然，待ちの分析に腰を据えることになる」(Winnicott，1963c/1977)。と論じている。

つまり，そこでは解釈を差し控える治療者が想定されている。 

この観点についても，Grolnick(1990)の論考が参考になるだろう。著者は依存と退行に関連する議

論の中で，「抱えること」は，「患者に存在の連続性を体験させるために必要」であると論じている。

さらに，「抱えられた」体験について，「コンクリートのフロアと言うよりも安全ネット」によって

「物理的にもメタファー的にも決して落とされない」ことが重要であると指摘している。 

このように，「抱えること」は「抱っこ」や「お決まりの世話」のように，身体的・あるいは物理

的なかかわりを重視している印象が強い概念である。この点について館(2013)は，「抱えることはた

だ単に身体的なことではなく，精神的なことでも」あると述べている。そして，「抱えること」には

精神的な働き，特に，養育者の側が乳幼児に同一化するメカニズムが必須であることを強調している。

これは，上述した「母親の原初的とらわれ」についての議論と関連していると言えるだろう。つまり，

精神的な働きといっても，乳幼児から母親への，あるいは患者から治療者への働きかけではなく，母

親から乳幼児への，あるいは治療者から患者への心の向け方である。館(2013)は，乳幼児＝患者から
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養育者＝治療者への投影同一化を前提とした心的交流を，Bion(1962)の“containing”コンテイニン

グの特徴として挙げ，「抱えること」との違いを明確に論じている。 

整理すると，治療機序としての「抱えること」は，第一に「解釈」であり，第二に「抱っこ」やマ

ネージメントであり，第三に，日々の「お決まりの世話」や解釈を差し控えることであると言える。

筆者はこの 3つの観点に治療機序にふさわしい言葉を与え，①解釈，②物理的な保護，③安定した治

療構造の供給，として論じた(堀江，2015)。 

 

Ⅲ 文献研究 

翻って，日本の精神分析的心理療法において，「抱えること」はどのように使用されてきたのだろ

うか。日本精神分析学会は，日本における精神分析の臨床実践に関する代表的な学術組織である。そ

こで，当該学会の専門誌である『精神分析研究』誌上において，”holding”ないし「抱えること」が

どのように使用されてきたのかを概観する。 

『精神分析研究』誌において，「抱えること」あるいは holdingという言葉を使用し，参考文献に

おいてWinnicottへの言及があった論文は，2016年 10月(60巻 3号)現在，45件であった。対象と

した文献は，野沢・冠木(1984)，北山(1985)，松原(1989)，小此木(1990)，北山(1991)，狩野(1991)，

川谷(1992)，田中(1992)，衣笠(1992)，館(1993)，福井(1993)，西園(1993)，藤山(1993)，阿比野(1994)，

山崎(1996)，三木(1997)，賀陽(1998)，上別府(1999)，小此木(1999)，岡野(2000)，森(2000)，池田(2001)，

松木(2001)，北山(2001b)，塩崎(2001)，細澤(2003)，伊藤(2005)，狩野(2006)，牛島(2006)，小此木

(2006)，湊(2007)，高野(2007)，仲亀(2007)，妙木(2007)，上田(2009)，松木(2009)，浅野(2009)，

平井(2009)，飯島(2009)，狩野(2011)，上田(2012)，西坂(2012)，増尾(2012)，深津(2014)，北山(2016)

である。 

一方，『精神分析研究』誌において，「抱えること」あるいは holdingという言葉を使用している

が，参考文献においてWinnicottへの言及がない論文は，満岡(1995)，小牟田(1996)，辻井(1997)，

深津(1998)，和久津(1998)，戸谷(1998)，森澤(2001)，小野田(2006)，西村(2013)，原田(2013)の 10

件である。これらの文献も念のため考察の対象とした。 

これら 55件の文献は，内容から①解釈，②物理的な保護，③安定した治療構造の供給，④環境と

しての母親，⑤生き残ること，⑥その他の６つに分類可能であった。 

なお，以下論文の引用においては，”holding”は”holding”「抱えること」「抱っこ」「ホールディ

ング」などと記載されており，原則その記載にならって引用した。”holding environment”について

は「抱える環境」という定訳を採用する。さらに，psychotherapyを心理療法と表記する文献と，精

神療法と表記する文献があったため，煩雑さを避けるため，以下の引用においては心理療法に表記を

統一する。 
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① 解釈 

 増尾(2012)は，希死念慮や感情の波の激しさを訴える 40代男性との心理療法過程を報告。患者か

ら不満や苦情というかたちで怒りをぶつけられた治療経過を振り返り，「怒ることを通じて愛情表現

をしようとするのを holdingしていた」と論じている。更に，「治療場面を安定して供給・維持し，

解釈として不安や怒り，絶望をとりあげていた」ことが患者を「holdingしていた」と理解している。

つまり，著者は「抱えること」を「解釈」と「安定した治療構造の供給」の二つの意味で使用してい

ると言えるだろう。 

一方，仲亀(2007)は，提示した事例について「良くも悪くもセラピストが転移解釈を続けるという

態度が，クライエントにセラピストがぶれないという安堵感をもたらしたし，抱えることになったの

ではないか」というコメントを受けたと記している。ここで論じられている議論は，転移解釈自体が

「抱えること」として機能したというより，むしろ治療者の一貫した態度が，「抱えること」として

機能した，と理解できるだろう。つまり，「解釈」が「抱えること」として機能した意義は薄く，む

しろ解釈し続けることが「安定した治療構造の供給」となり「抱えること」になった，という理解が

適切だろう。 

「抱えること」を解釈という文脈で使用している報告は少ない。堀江(2015)に論じたが，精神分析

的心理療法において解釈は主要な介入であり，そこを敢えて「抱えること」として論じることは，そ

の独自性が不明瞭になるため難しいのではないだろうか。 

② 物理的な保護  

野沢・冠木(1984)は，周期性の嘔吐症状を呈した 3歳女児とその母親に対する母子並行の心理療法

を実施した過程を報告した。そして症例の背景について，母親がゆとりなく幼子を抱っこできなかっ

たことを考察する場面で，Winnicottと関連付けて論じている。つまり，ここで使用されている「抱

っこ」は，実際に母親が赤ん坊を「抱っこ」することの意として理解できる。 

西園(1993)は，摂食障害患者との入院，外来精神療法を報告している。精神科医である著者が，心

理療法を担当しつつ，管理医として身体管理や入院の判断などを行ったことを，「治療環境の holding

と，この患者個人の精神と身体の holdingを同一治療者が対立なく行えたこと」が治療上有効であっ

たと論じている。つまり，ここではマネージメントの機能と，身体管理が「抱えること」として論じ

られていると言える。 

三木(1997)は，摂食障害を呈した青年期境界例女性との心理療法過程を報告。「家族面接と入院治

療が，治療者も患者の心もともに hold される holding environment を作りだした」と論じており，

これも上述した症例と同様，マネージメントの機能と身体管理を「抱えること」として論じていると

言える。このように，マネージメントと身体管理を「抱えること」とみなす報告は多い。 
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池田(2001)は，医師である男性治療者が，男性患者の心理療法を担いつつ，外部の医療機関では主

治医の役割も兼ねていた臨床素材を提示。「抱えること」との関連では，心理療法の中断期間に，主

治医としてのみ機能していたことが，「外部から治療全体を抱えるように機能した」と論じていた。 

細澤(2003)は，解離性同一性障害の 16歳女性の症例を報告。著者は，治療スタッフへの暴力や不

倫などの行動化を繰り返す患者に対し，週 3回の外来での心理療法と入院治療を併用するなかで，暴

力を向けた治療スタッフへの謝罪を行わなければ心理療法は行わない，などの「マネージメントおよ

び心理療法を通じて「抱える環境」という手応えのある枠組みを提供した」ことが治療上有効であっ

たと論じている。 

伊藤(2005)は，思春期境界例と診断された 10代女性との心理療法過程を報告している。患者は入

院治療の中で，無断離院や喫煙といった行動化を繰り返した。精神科医として，主治医と心理療法担

当の二つの役割を果たした治療者は，個室利用による行動制限や，医療保護入院など管理的な役割を

とったが，考察において「患者の未熟な自我を補完する，治療の管理的・教育的・矯正的側面」につ

いて，抱える環境としての治療態勢として論じている。 

上田(2009)は，抑うつ，強迫行為，自傷などの症状を呈する 20代の女性患者との精神療法過程を

報告「解釈だけで抱えることは困難であると判断し」「具体的な抱えを提供するために」治療頻度を

週 1回から週 2回に増やすことを提案したと論じている。これも「マネージメント」としての「抱

えること」の一側面と言えるだろう。 

一方，北山(1991)は，「抱えること」について，Winnicottの治療論である「マネージメント」の

側面と，対象関係の供給という意味での「抱える環境」holding environmentとに分類して論じてい

る。北山は，胎児を抱える子宮，赤ん坊を抱く母親の腕を「抱える環境」として論じており，「『目の

前のやり取り』に目を奪われて，『母親の腕』『膝の上』の機能に代表される『抱えること』の重要性

は忘れられやすい」と指摘している。一方，マネージメントについては，症例提示を通じて，患者の

家族と面接をする，患者の職場の上司と連絡を取る，患者にリミット・セッティングを与える，など

の具体的な行動を挙げている。北山の論点は，患者が安全に退行できるようになるためには，「抱え

る環境」といわれる静的な対象関係の提供と，「マネージメント」といわれる治療者の動的な行動と

の両方が必要である，というところにある。 

③ 安定した治療構造提供 

北山(1985)，小此木(1990)，狩野(1991)，小此木(1999)，岡野(2000)，森(2000)，松木(2001)，小

此木(2006)，狩野(2006)，牛島(2006)，飯島(2009)，狩野(2011)，深津(2014)は，理論的な考察のな

かで，「抱えること」ないし治療者と患者を「抱える環境」としての治療構造に言及している。 

症例提示を含めた議論としては，まず満岡(1995)は，幼児虐待の経験がある女性患者との精神療法

過程を報告。Winnicottへの直接の言及はないが，「holding＝「抱っこ」は，どのような精神療法
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においても，言語的介入の背後で機能している」と述べており，治療構造的側面について論じている

と推察できる。また，「トランス状態になること＝セラピストに「抱かれる」こと」「トランスによ

って私と一体化した状態」という主張からも，「抱えること」を治療者と患者との対象関係として理

解していることがうかがえる。 

山崎(1996)は，吃音を呈した 4歳男児とのプレイセラピーを報告。エディパルなテーマに移行する

ことを促す発達促進的介入を報告し，「患者のニードに適応する」ことを重視する「Winnicottの

holding」との相違について論じていた。逆説的だが，「抱えること」が積極的な介入ではなく治療

構造のような背景的な要因であることを示唆していると言えるだろう。 

賀陽(1998)は，20代前半の重症境界例女性との精神療法過程を報告。週 1回から週 2回と治療頻

度を増加させ，週 3回に増やしたことを「患者の欲しがるものを提供したということではない。そう

ではなく，それは『治療ニーズ』に見合うものを提供したということを意味する」と論じ，それを「ホ

ールディング・モデル」と述べている。患者の欲動の対象としてではなく，環境の提供という視点か

ら論じていると考えられよう。 

北山(2016) は，「抱えること」について「いることを可能にする設定」「環境の提供」と並んで

論じている。これらは安定した治療構造の供給という側面から理解することが可能だろう。 

なお松木(2009)や浅野(2009)，平井(2009)は，Bion (1962)の“containing”コンテイニングとの相

違について論じており，上述した館(2013)と通じる議論が行われていた。 

一方，特に解釈を差し控えることを強調している議論として，まず松原(1989)は，20代境界例男

性患者との精神療法過程を報告。「治療者の holdする対応と expressiveな対応」という記載がある

ものの，「holdする対応」について具体的な説明はない。治療過程の報告には，「治療者は治療者

患者関係に留意しつつも，これを直截に取り挙げず，患者の自己感覚や実感に注目」したと記載して

いることから，治療者患者関係の解釈を行わなかったことを「抱えること」として論じていると考え

られる。 

また川谷(1992)は，holdingを「抱っこ」と訳しているが，身体的に「抱っこ」することとしては

使用していない。心理療法過程の中で，「転移の進展を焦らずに待つこと」を「抱っこ環境 holding 

environment」として論じている。 

さらに館(1993)は，20代の女性との精神療法過程を報告し，「抱える環境の提供」を「対象関係

の解釈」と対比して論じている。 

そして阿比野(1994)は，激しい行動化を繰り返す女性患者との精神療法過程を報告。苦痛な沈黙の

なか，「日常的な出来事の中で気分の和むような，ゆったりとした気分になれるような」言葉かけを

行った。その働きかけが患者の攻撃性という「患者が抱えられないものを治療者が抱え」ることにつ

ながったと論じている。著者は「彼女が一人で内容を抱えられるようになるまで，内容を私が抱えて
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いく必要があると考えた」とも論じており，積極的に解釈を行わないことに焦点をあてた議論と言え

るだろう。 

塩崎(2001)は，スキゾイド患者との心理療法過程を報告。解釈によってつながりを求めていた治療

者自身のありようについて内省し，「未分化で曖昧なものであってもそのまま抱えていることができ

るようになった」ことが治療上有用であったと論じている。 

④ 「環境としての母親」 

田中(1992)は，小学校 4年生の男子とのプレイセラピーを報告。患児が，プレイセラピーの中で「治

療者に holdされ，乳児期に得られなかった情緒的応答性を体験した」と論じている。続いて「プレ

イルーム空間が holding environmentとなり，そこで治療者の情緒的応答性に支えられ，内的葛藤

を安心して表出させながら理解していく」とも論じている。更に，母親からの電話や面接を通して母

親の情緒の受け皿になり，悲しみとともに理不尽な運命に対する破壊的な怒りや怨みの感情をも共有

し，共感したことを，「一貫して母親を holdingしようと心がけた」と論じている。これらの論述か

らは，患児やその母親に同一化することを「抱えること」としてとらえていることが理解できる。 

衣笠(1992)は，「抱えること」について「絶対的依存の時期，一次的な母親の没頭」によって，母親

は自己の一部を乳児に「投影」して，乳児の意味することを「理解」する能力が異常に高まる，と論

じている。これは，治療者と患者との関係に置き換えるなら，治療者が患者に同一化する能力によっ

て患者の情緒を理解する，という論点として理解できるだろう。 

藤山 (1993)は，強迫神経症の男性との心理療法過程を報告している。著者は，強迫観念という反

復的で自動的な症状が，治療者という環境としての母親とその乳児というユニットにおいて心的内容

として生成される過程を描写している。ここで「抱える環境」は，乳児と切り離せない母親，という

意味で論じられており，広い意味で治療構造に関連していると言えるだろう。湊(2007)は，治療者と

して十分に統制しきれなかったと思うような言動について，「抱える環境の失敗」と論じている。ま

た高野(2007)は，支持的環境としての「抱える環境」について論じている。そして妙木(2007)は，「ウ

ィニコットが同心円状に国―父親―母親―子どもというかたちで描いた「抱え込みの構造」を論じて

いる。更に西坂(2012)は，セラピストがクライエントのニーズに対応することを「抱えている」とい

う静かな側面として論じている。これらは「抱える環境」「環境としての母親」に関連する議論であ

ると言えるだろう。 

⑤ 「生き残ること」 

戸谷(1998)は，患者が治療という象徴的交流を楽しめず，「茶番」と価値下げした症例を提示し，

なんでもわからないと気がすまない患者の質問攻めによって当惑させられていた治療者が，フィクシ

ョンとしての精神療法という視点を持つことによって，わからないこと自体を「抱えること」ができ
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たと論じている。これは，「抱えること」というよりWinnicott(1963b/1977)の「生き残ること」に

近い使用法であろう。 

上田(2012) は，不登校を呈した男子高校生との心理療法過程を報告。患者の自己愛の問題を「抱

える環境」を十分提供されず，偽りの自己を形成した結果として理解している。また治療機序として

は，患者の不毛性を心的な死として理解し，「疎隔された心的な死」を「抱えられた心的な死」へと

移行する営みを挙げている。そして，患者が治療者の介入を無効化するありようを，患者から分割排

除された死が「治療者の内部やセッションの場に投じられた」ものとして理解している。ここでは「抱

えること」は，患者の攻撃に報復せず治療者として存在し続けること，やはりWinnicottの「生き残

ること」とほぼ同義として論じられている。 

⑥ その他 

福井(1993)は，長年精神科治療，精神分析的心理療法を受けてきた女性患者との心理療法過程を提

示し，治療者の「抱える能力」の重要性について中立性と結び付けて論じている。具体的には，患者

に治療中「抱いてほしい」と繰り返し，強く訴えられる局面が続いたことを振り返り，治療者身体接

触を求める患者の気持ちについて自由に空想を広げることができなくなっていた状況であると述べ

ている。著者にとって，「抱える能力」は，「治療者が治療過程における内的活動にまず自由である」

ことを維持する能力と言えるだろう。これは，本来Winnicottが「抱えること」として論じた文脈と

は異なると言える。 

小牟田(1996)もキーワードとして「抱えること」holdingを挙げているが，参考文献にWinnicott

の名前はない。夫婦面接で「激しい怒りの表出を抱え続けた」ことを治療機序として挙げている。 

 ちなみに，辻井(1997)は，乗り物恐怖の青年期女性との心理療法過程を報告。キーワードとして「抱

える機能」があげられているが，本文では記載がなく，文献の中でもWiinicottには言及していない。 

和久津(1998)は，個人精神療法についての事例研究であり，患者が治療経過の中で母親と同年代の

女性に依存したり，夫に自分の悩みを打ち明けられるようになったりしたことを「抱える環境」とし

て描写している。これらは，Winnicottの「抱えること」という概念よりも，日常用語としての甘え

を受け入れる，というような意味であろう。 

 上別府(1999)は，「女性治療者が性別あるいはライフサイクルの影響で，抱える能力を発揮するの

が困難になることを防ぐために，妊娠によって患者を抱えることが難しくなることを知っておくべき

であるという議論である。「抱えること」についての定義は明瞭ではない。 

森澤(2001)も，論文標題，キーワードに「抱える環境」holding environmentを挙げているが，参

考文献にWinnicottの名前はなく，該当する議論も見当たらなかった。 
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小野田(2006)は，「過剰に関わらずにいられない現実の母親と，枠組みを守り holdingな心的環境

を提供する治療者との違い」と論じる。ただし，Winnicottには言及しておらず，詳細な定義はなく，

具体的な意図は不明瞭である。 

西村(2013)は，キーワードとして「抱えること」holdingを挙げているが，参考文献にWinnicott

の名前はない。クライエントを「抱える」，あるいは，失敗する治療者をクライエントが「抱えてい

た」という表現が繰り返されており，この論文に対するコメントにおいて成田(2013)は，「『抱える』

とか『受容する』という記載について「具体的に言うとどういうことかがもう少し明確になるとよい」

と指摘している。 

 

Ⅳ考察 

これまで第Ⅲ章においてWinnicottの論じる「抱えること」について整理し，第Ⅳ章では，日本の

精神分析的心理療法の文脈で「抱えること」がどのように論じられてきたかを明らかにした。その結

果明らかになったことは，Winnicottの論じた「抱えること」と，日本の精神分析的心理療法で論じ

られている「抱えること」には，重なる部分はあるが，重ならない部分もあるということである。 

第Ⅳ章で行った６つの分類のうち，①解釈，②物理的な保護，③安定した治療構造の供給は

Winnicottが使用していた「抱えること」の文脈に包含されると言える。  

しかし，④「環境としての母親」や⑤「生き残ること」は，Winnicottが「抱えること」と関連し

て論じていることではあるが，「抱えること」としてまとめるよりは，それぞれの概念で論じた方が

明確になると言える。 

そして最後の⑥その他，だが，これらは本来Winnicottが論じた「抱えること」との共通点が十分

明瞭になっていない使用法と言える。もちろん，Winnicottが日常語を多用することで，自身の理論

を意味の広がりをはらんだ独創的なものにしているのは周知の通りである。そして，Winnicottの言

葉を日本語にする際に，学術的な専門用語を新たに作るのではなく，日常語を使用したのは，まさに

Winnicottの言葉遣いを生かすためでもあった。と同時に，先述した成田(2013)と同様の批判，疑問

が残るというのも事実である。 

精神分析的な心理療法は言葉を介する。言葉にすることは意味を厳密に指し示すことであるが，言

葉には割り切れなさが常に付きまとい，曖昧さを完全に排除することはできない。言葉を介する心理

療法を行う上で大切なことは，厳密さと曖昧さの両方を十分把握したうえで，自らの言葉を鍛えるこ

とに尽きるだろう。 

本研究を通して筆者が主張したいことは，Winnicottの「抱えること」を厳密に使用するべきだ，

ということではない。敢えて日常語を用いたWinnicottにならい，「抱えること」という日本語の持

つ意味の広がりを十分に自覚的になることがまず重要であろう。そして，「抱えること」という言葉
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を使用する者が，自身の意図するところを明確にしつつ，この豊かな言葉を用いていくことが求めら

れているのではないだろうか。 
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